
名古屋市11月臨時会（2010年11月8日）

◆11月臨時会について

名古屋市11月定例会（2010年11月19日～12月8日）

◆11月定例会について

■個人質疑・質問

◇江上博之議員 年間23万円の職員給与削減は民間給与の削減への悪循環

◇わしの恵子議員 小規模校の統廃合をやめよ。議員報酬は議会の自主的改革で

◇田口かずと議員 リフォーム助成の導入など中小企業への支援策を。平針の里山を守れ

◇くれまつ順子議員 市民の声で市立病院改革を。国保料引下げを。貸付金返済は柔軟に

◇田口かずと議員 議員報酬半減と引き換えに公費負担を増やしていいのか

■議案提案と他党提案議案への質疑

◇（提案説明）かとう典子議員 議員の期末手当を副市長と同じように削減を

◇（提案説明）梅原紀美子議員 議員報酬を審議する第三者機関設置を

◇（提案説明）さとう典生議員 金持ち・大企業を除外いた市民減税の実施を

◇（議案質疑）くれまつ順子議員 民自提案の第三者機関設置の問題点について

◇（議案質疑）山口きよあき議員 公明提案の減税条例案の問題点について

◇（議案質疑）山口きよあき議員 公明提案の財政危機宣言の問題点について

◇（提案説明）さとう典生議員 民自提案の第三者機関設置を修正します

■補正予算案の概要

■主な議案への各会派の態度と討論

◇反対討論（江上博之議員） 給与の大幅削減は民間にも影響。悪循環

◇反対討論（江上博之議員） 城西病院の民間譲渡は地域の実情を無視したもの

◇反対討論（山口きよあき議員） 議員報酬半減で公費負担を増やすことは許されない

■請願・陳情について

◇請願に対する態度

◇受理された新規請願・陳情

■意見書・決議

名古屋港管理組合議会11月定例会(11月18日）

■一般質問

◇わしの恵子議員 港湾経営を民間に任せていいのか。議員報酬の在り方を押し付けるな

◇山口きよあき議員 米軍艦の入港拒否を。ガーデンふ頭周辺開発の在り方

その他

◆閉会中の委員会審査について

◆声明・申し入れ

◆資料
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一、11月臨時会は11月8日に行われました。9月28日に市長の「中期

戦略ビジョン」と「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例」

の「再議」に係る議決に対し、10月18日に県知事の裁定を申し立

てたことに伴い、議会としての意見を「弁明書」として議決する

必要があるために開会されました。

一、日本共産党名古屋市議団は、議会の議決が議会の権限を越え、市長の権限を侵すという市長の言い分

には道理がないとして「審査申立てには理由はなく、速やかに棄却」するよう求める弁明書に賛成しま

した。

一、河村市長提出の「中期戦略ビジョン」と民主党議員提出の「名古屋市公開事業審査の実施に関する条

例」そのものには大きな問題点があり、６月定例会で日本共産党市議団はいずれにも反対しました。

「中期戦略ビジョン」は公約違反の大企業・金持ち優遇減税の恒久実施や不要不急の大型公共事業を

推進するなど、本来は「福祉増進の機関」であるべき名古屋市政の姿をさらにゆがめる内容でした。

「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例」は、提案説明で民主党議員は「事業審査を議会と行政

が一体となって実施することにより行財政改革がより一層進み、ひいては減税のための財源確保につな

がるもの」と説明しており、大企業・金持ち優遇減税の財源づくりのための福祉・市民サービス削減な

ど、市民に犠牲を押しつける名古屋版「事業仕分け」に議会を協力させ、議会の行政監視機能を弱める

おそれがありものです。

一、議会と首長はチェック・アンド・バランスの関係で、お互いの独断や暴走を防ぎ、地方自治を保障す

る仕組みです。議会と首長が対立する場合は、双方の話し合いによる自主的解決が基本なのに、河村市

長は、議会攻撃を展開し、議会の議決に対し市長の拒否権発動である再議を繰り返してきました。

今回の再議では、越権や法令違反を理由とする地方自治法第１７６条第４項の規定が利用され、知事

への審査申立てがおこなわれました。このみなもとは、戦前の天皇制絶対主義のもとで上級官庁が地方

議会を監督し統制する仕組みといわれています。

一、今回の弁明書に反対したのは、市長が国会議員時代の秘書だった民主党クラブ議員だけでした。
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11月臨時会について

2009年11月臨時議会日程

月日 曜 時間 会議 備 考

11/8 月 16:00 本会議
議員提出議案
提案説明・議決

１、議員提案 2件（一般案件２件）

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

弁明書の提出（公開事業審査条
例の再議に係る議決への知事裁
定に尾対する議会の主張）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ●
可
決

条例制定は議会にもできる。議会の権限を超えるも
のではない。市長の権限を拘束するものでもない。
市長が気に入らないから再議にしたものであり、再
議理由そのものが不当だ。

弁明書の提出（中期戦略ビジョ
ンの再議に係る議決への知事裁
定に尾対する議会の主張）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ●
可
決

市長の提案趣旨を没却するような修正ではない。議
会の権限を超えるものでもない。

〇＝賛成 ◇＝修正 △＝継続 ●＝反対 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 気：新会派気魄 ク：民主党クラブ

主な議案に対する会派別態度（2010年11月8日）



一、市長の辞任表明で始まった異例の議会＝11月定例会は

11月19日から12月8日の会期で行われました。市長提案

14件（1件の撤回・再提出を含む）、議員提出議案17件

（修正案は含めず、意見書11件を含む）、継続案件2件

が審議されました。

一、日本共産党市議団は、市職員の給与を他都市と比較し

ても異常な大幅引き下げとなる条例案など、5件に反対

し、8件に賛成しました。

一、河村市長の「報酬半減」条例案（6回目）が提出され、

本会議や委員会で公明党などが市長へ、議員活動費の別

途支給を強く要求し、市長が新たな公費負担に道を開く

条例案を再提出し、公明党と民クが賛成しました（否決）。

原案にはわしの議員、再提出議案には田口議員が質問し、

新たな公費負担への姿勢をただしました。

一、市長の提出した補正予算は相変わらず国の補正と生活

保護費の増加に伴うものだけ、積極的に市民の暮らし→

営業を守る施策には全く見向きもしませんでした。

一、一般会計補正予算は空きびん回収を民間に移管する債務負担行為、城西病院会計補正予算は民間譲渡

のため、第2斎場建設は地元合意が不十分、半減条例は2元代表制に反し新たな公費負担拡大につながる、

としてそれぞれ反対しました。

一、個人質疑では江上議員が職員給与削減の問題点をただしました。個人質問では、わしの議員が小規模

校の統廃合、田口議員がリフォーム助成と中小企業への支援策、平針の里山問題、くれまつ議員が市立

病院改革と国保料引下げ、貸付金返済問題をただしました。

一、各党から議案提案6件が出され、日本共産党が「議員期末手当の削減」「議員報酬を審議する第三者

機関設置」「金持ち・大企業を除外いた市民減税」の3件を提出。かとう議員、梅原議員、さとう議員

が提案説明をしました。民自提案の第三者機関設置の問題点はくれまつ議員、公明提案の減税条例案と

財政危機宣言の問題点については山口議員が質疑を行いました。日本共産党の議員の期末手当削減条例

に対し、各会派がそれぞれ修正案を提出し、いずれの議案も否決されました。民自提案の第三者機関設

置提案の審議で日本共産党提案の内容とほぼ内容が一致することができたため、等提案議案を撤回し、

修正案をとう議員が提案説明し、公明党が反対しましたが第3者機関設置条例が可決しました。

一、議案の反対討論には、江上議員が職員給与条例と城西病院の民間譲渡で、山口議員が議員報酬半減で

公費負担を増やすことについて討論を行いました。

一、意見書は、各会派から提出された11の意見書案が議会運営委員会理事会で協議され７件が可決されま

した。日本共産党提出の３件は否決されました。

一、市長の提出していた減税恒久化条例に対し、共産、公明がそれぞれ庶民減税案を提出し、市長案に自

民党が賛成しました。日本共産党は公明党案との調整次第で合意もできるとの対応をしましたが、民主

党がすべてに反対し、いずれも否決されました。

一、閉会後、議会解散請求が成立。2月6日の知事選に合わせ、市長が辞職し、知事選・市長選・リコール

投票のトリプル選となる見通しとなりました。
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11月定例会について

2010年11月議会日程

月日 曜 時間 会議 備 考

11/19 金 11:00 本会議

開会
給与条例の提案説明
・個人質疑

その他議案の説明

11/22 月 精読 議案説明会

11/24
～25

水
～木

10:30 委員会
給与条例の質疑
意思決定

11/26
～
30

金
～火

10:00 本会議

給与条例の
委員長報告、採決

個人質問
議員提出議案の説明・質疑

12/1
～
12/7

水
～火

10:30 委員会
質疑
所管事務調査
意思決定

12/8 水 13:00

本会議

委員会
本会議

委員長報告、討論、採決
半減条例の撤回と再提出
再提出議案の質疑

再提出議案の審査等
採決・閉会



名古屋市の勧告率が低すぎるのはなぜか

【江上議員】景気低迷が続き、特に、一昨年のリー

マンショック以後の低迷で、暮らし、生活を何と

かしてほしい、という願いが政治を変えてほしい

という形で、市政でも国政でも大きな動きとなっ

ています。名古屋市は、「住民福祉を増進する機

関」としてその役割が期待されています。

ところが、民間給与の低迷に沿って、全国でも

まれに見る勧告率マイナス2.35％で月額平均9,60

4円、特別給と合わせ年間約23万円（22万2,867円）

の引き下げを行おうというのです。昨年もマイナ

ス2.99％というもので2年にわたって引き下げて

います。

「職員の給与は、生計費ならびに国及び他の地

方公共団体の職員ならびに民間事業の従事者の給

与その他の事情を考慮して定められなければなら

ない」（地公法第２４条第３項）とされています。

国の改定は、マイナス0.19％、愛知県が、0.78％、

他の政令市でも静岡市が 低でマイナス1.19％、

横浜市で、マイナス0.8％。自治体としては、マ

イナス2.35％で際立って悪い勧告です。

民間給与でも、愛知県の事業者規模３０人以上

の調査産業の従事者月平均給与は、昨年１２月以

降、前年同月比で、プラスに転じています。１１

月５日、トヨタ自動車は、営業利益３２３１億円

と２年ぶりの黒字と報じられています。民間大企

業の景気はプラスに転じています。

そこで、人事委員会に質問します。なぜ、こん

なに、名古屋市の勧告率が低いのでしょうか、人

事委員会勧告の意味から見ても低すぎるのではあ

りませんか。今年5月臨時会で、河村市長の提案

する金持ち・大企業優遇、福祉市民サービス削減
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個人質問（11月19日）

国△0.19％ 県△0.78％のなか、名古屋市△2.35％
の勧告で年間23万円の給与削減は民間給与の削減へ
の悪循環につながる 江上博之 議員

職員の給与に関する条例の
一部改正について

職員の給与改定

平成22年度の人事委員会勧告（月給▲2．35％、期末・勤勉手当
▲0．2月）に基づき、職員の給与を引き下げる。
平成22年12月1日から実施

・給料

給料表の給料月額を平均約0．6％引き下げ。医師
等の医療職給料表（1）は据え置き。若年層の引
下げ率を小さくするが、すべての給料月額を引き
下げる。

・手当

（1）地域手当の支給割合 12％→10％（▲2％）。
ただし、医療職給料表（1）の適用を受ける
職員及び東京都特別区に勤癖する職員は据え
置き

（2）期末・勤勉手当の年間支給割合を4.15月→
3.95月（▲0.2月）

給与改定前後における平均給与月額等
（一般職17,367人）※企業職を除く

平均給与月額

改定前 403，551円

改定後 394，057円

差 ▲9，494円（▲2.35％）

平均年間削減額 約23．7万円

平均年齢 43．1歳

平均勤続年 19．1年



の10％減税のために人事委員会勧告を無視したボー

ナスカットを行いました。10％減税の穴埋めのた

めにさらに人勧で、引き下げるのではないか、と

疑いたくなります。調査に問題があるのではない

でしょうか。お答えください。

全国統一基準で調査を実施している。地域の状

況が一層厳しかった

【人事委員会委員長】毎年、国、都道府県、指定

都市の人事委員会と共同で、民間給与実態調査を

実施している。公務に類似する業種のうち、企業

規模50人以上で事業所規模50人以上の事業所を対

象とし実施。公正を期すため、調査対象事業所は

無作為抽出としている。市内民間企業の給与デー

タと、市職員の給与との精確な比較を行った結果、

本年の勧告のような官民較差が認められた。全国

的に統一の基準により調査を実施しているので、

この地域の民間企業の給与の状況が、他の地域に

比べて、一層厳しかったものと認識している。

「元気な名古屋」の時は上げ幅が大きかっ

たのか

【江上議員】人勧では、名古屋市の場合、製造業

の落ち込みが大きいのか、給与は、国とも「著し

く異なっている」といっていると勧告しています。

景気の悪さが際立っているから低いということで

しょうか。では、製造業の景気がよく、「元気な

名古屋」といわれたとき、名古屋市だけが際立っ

て国や、他の政令市に比較し、上げ幅が大きかっ

たのでしょうか。そのときは、他と同じ程度で、

悪いときだけ、大きく引き下げる。適切な勧告と

は思われませんがいかがでしょうか。

他と比べて特別よいということはない。地域の

状況を適切に反映した結果

【人事委員会委員長】本委員会の給与勧告は、市

内の民間企業と、本市職員の給与の水準の均衡を

図るものであり、勧告率は、職員給与と民間給与

との格差とで決定される。したがって、職員給与

が民間の水準を上回れば引下げを、下回れば引上

げを勧告する。「元気な名古屋」といわれていた

頃の本市の勧告率は、他と比べて特別よいという

ことはなかった。この地域の状況を適切に反映し

た結果です。

職員給与引き下げは景気回復に悪影響

【江上議員】民間給与が低いということは、名古

屋市としての景気対策の効果がなかったことの反

映であります。民間では、正規職員を非正規に置

き換え、さらに派遣切り、中小企業の仕事単価も

切り下げられています。市職員も、正規職員が減

らされ、非正規職員や、委託が増え、賃金引下げ

につながっています。さらに、市職員給与は、関

係する福祉の民間職場、企業にも影響するという

ことを5月臨時会でも指摘しました。正規職員を

増やし、賃金を引き上げ、仕事単価を引き上げて

内需拡大で景気回復の道ができます。その点から

も職員給与を上げて、民間給与を引き上げ、景気

回復につなげるべきでないでしょうか。景気回復、

暮らしを守るのが名古屋市の仕事だと考えますが

いかがお考えでしょうか。

職員給与の引上げによる景気回復という理論は

聞いたことがない（市長）

【市長】職員の給与を上げることによって景気を

回復するということですが、今までこういう経済

理論はあんまり聞いたことない。公務員の給与を

上げると民間の金が無くなります。増税すること

名古屋市政資料№169 （2010年11月定例会）

- 4 -



になる。それによって景気が悪くなる。上がるの

はいいことで当然ですが、民間を壊してしまって

は元も子もない。

職員の士気の低下が心配される

【江上議員】職員の士気の低下も心配されます。

係長試験の受験率が下がっています。また、精神

的な疾患者も増えています。優秀な人材が名古屋

市に来なくなる心配も増しています。働き甲斐の

ある職場作りが市民生活向上にもつながります。

給与引き上げは、優秀な人材確保、職員の士気を

挙げ、「住民福祉の増進機関」である名古屋市と

してよりよい自治体を作るため必要な措置ではな

いでしょうか。

給与以外でやる気をだす仕組みはないか、

お願いしている（市長）

【市長】士気が低下しないようにということは、

非常に重要なことですので、給与以外の方法でや

る気をだす仕組みはないものかと、職員の皆さん

にお願いを続けている。

大企業に雇用確保と賃上げを求めよ（再質問）

【江上議員】いちばん問題にしているのは2年連

続で際立って低い勧告だということだ。河村市政

は昨年から始まった。経済効果が民間給与に反映

していない。だからどうするのかが問われている

のにさらに人勘で給与を下げれば、民間給与が下

がる。市長は認めないが、世の中はそうなってい

る。民間給与をあげるためには、大企業の内部留

保を取り崩して労働者の賃金を引き上げ、非正規

労働者を正規雇用にし、下請けの単価を引き上げ

る、こういうことを大企業に要請することが市長

としての仕事ではないか。

民間企業にたいして個別にこうしろと言うのは

適切ではない（市長）

【市長】私みたいな者が民間企業に個別にこうし

ろと言うのは、そう適切ではない。民間企業は物

凄い競争の中でやっとられるのは事実なので、公

務員の皆さんにも大変申しわけないとは思います

が、ひとはだ脱いでもらいたい。

民間企業の賃金引き上げに努力せよ

【江上議員】民間企業をあげる、このことに全力

を尽くすことを姿勢として求めて質問を終わりま

す。
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統廃合押し付けのための説明会ではないのか

【わしの議員】小学校における小規模校の統廃合

についてです。

名古屋市教育委員会は、「小規模校に関する基

本方針」を策定し、11学級以下の小学校44校を３

つのグループに分け、６学年すべてが単学級で、

今後６年間も同じ状況が続く見込みの第１グルー

プから優先して統合を進める方針です。

第１グループを2016年までに統廃合する具体的

な計画を定め、今年中にすべてを対象に、順次説

明会を行っています。

私も、地元の小学校の地域説明会に参加しまし

たが、当初の予定を約45分間として、30分も、教

育委員会によるパワーポイントによる説明が行わ

れ、残りたった１５分を参加者からの意見や質問

に答えるというものでした。

当然15分ではおさまらず１時間以上の質疑応答

になりましたが、そもそも問われなければならな

いのは説明会のあり方です。教育委員会の基本方

針には、「保護者や地域の皆様の十分な理解を得

ながら進めます」とあります。

初にお聞きしますが、大半の時間を、パワー

ポイントによる説明にあて、残り時間を参加者の

意見を聞けばよいという説明会が、どうして保護

者や地域の皆様の十分な理解を得ることができる

と考えるのですか。

保護者や地域の意見に耳を傾け、十分な理解を

得ながら進める（教育長）

【教育長】説明会は、質疑応答を含め、目安とし

て予定時間を示していますが、質問者が多いとき

には質疑応答の時間を延長したり、説明会終了後

に担当者がその場に残って質問に答えるなどの対

応をしている。

教育委員会では、今後も、保護者や地域の希望

に応じ説明会を重ねるなど、保護者や地域住民の
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個人質問（11月27日）

住民合意もなく小規模校の統廃合をやめよ／議員報
酬は議会の自主的改革をささえよ

わしの恵子 議員

小学校における小規模校の
統廃合について

2016年度までに統廃合めざす９校

区 学校名 相手校 中学校ブロック

西 区

幅下小

３校統合 菊井中江西小

那古野小

南押切小
榎小
栄生小

天神山中

中村区 豊臣小 諏訪小 日比津中

中 区 御園小 名城小 丸の内中

昭和区 白金小 村雲小 円上中

南 区 大生小 宝 小 南光中

天白区 高坂小 相生小 久方中

・ 1 学年 1 学級のいわゆる単学級の学年では、クラ

ス替えができない。

・運動会・体育大会、学芸会・文化祭などでの児童・

生徒の種目や演目に限界がみられ、役割分担の負担が

大きくなりやすい。

・音楽、保健体育などの教科において、集団での演奏

や競技などのグループ分けが難しくなる。

・児童・生徒の交友関係が固定化されやすい。

・学級内でのけんかやトラブルで人間関係がこじれた

場合、修復が難しい。

・学校行事や児童会・生徒会・委員会活動などで児童・

生徒の役割・位置付けが固定化されやすい。

・児童・生徒の興味・関心に対応した多様なクラブ活

動や部活動を実施することが難しい。

・児童・生徒に互いに競い合ったり、高め合ったりす

る切磋琢磨する態度を育てにくい。

・教師一人当たりの分掌事務量が多くなるとともに、

分掌が固定する傾向がある。

・教員の出張や欠勤などがあった場合、補欠授業が組

みにくい。

※これらのほとんどが、小規模校に限らず学校・教師がとりく ま

なければならない課題です。校務分掌量や補欠授業など教

育条件に関わる問題は、適正な予算と人員を配置すれば解

決する問題です。



方々の意見に耳を傾け、十分な理解を得ながら対

策を進めたい。

小規模校の問題点に関する具体的なデータがあ

るのか

【わしの議員】参加者からは、統合に反対する声

が続出しました。「３校が統合されれば、通学す

るのに国道を横断することになり時間もかかる。

子どもの安全を第１に考えて」「クラス替えがで

きなくても問題はない。先生の目も子どもによく

届く」など、保護者が次々と発言されました。地

域の人たちからも、「少子化というが、人が住み

やすいまちをつくることが大切」「学校は地域の

宝であり拠点、成人式を行う場であり、豪雨の時

は住民の避難場所としても使われた。簡単に統合

するのは問題」と。

トワイライトスクールの関係者からは、「１年

から４年生の子どもたちが仲良く遊んでいる。縦

のつながりは子どもたちの成長に大切、クラス替

えができなくても問題ない」という発言。

そして、教育委員会の答弁は、「クラス替えが

できないことがなぜいけないのか」納得のいくも

のではありませんでした。

私の2人の子どもたちも南押切小学校で学びま

したが、「きめ細かい指導、家庭的な雰囲気」で、

校長先生も子どもたち一人ひとりの顔を覚えてく

ださるなど小規模校で育てていただいて良かった

と、実感しています。ですから、「クラス替えが

できない」「交友関係が固定化されやすい」など

の課題をあげ、「児童・生徒にとってよりよい教

育環境にするため、一定規模以上の学級数を確保

することが必要」との説明には納得できません。

小規模校は子どもたちの教育にとってむしろプラ

スになると考えます。

そこでお尋ねしますが、市教委があげている小

規模校の問題点を裏付ける具体的なデータはある

のですか。

小規模校に勤務する教員へのアンケートなどを

もとに協議（教育長）

【教育長】小規模校の課題は、平成20年度に本市

の小規模校に勤務する教員に対して実施した「学

校規模のあり方に関するアンケート」という意識

調査の結果に加え、学識経験者、地域の代表、保

護者の代表、校長、教員で構成する協議会の議論

をもとに整理した。

学級規模と学力にかかわる調査結果についての

見解は

【わしの議員】国際的にも、ＷＨＯ（世界保健機

構）が「教育機関は小さくなくてはならない。生

徒100人を上回らない規模」が好ましいと指摘し

ています。さらにグラス・スミス曲線と呼ぶ、学

級規模と学力にかかわる調査では、1クラス25人

以下になると学力が上がり始め、１５人ぐらいで

急速に上がるという調査結果も出されています。

いじめや不登校・学校不適応についても学校規

模が大きくなるとと

もに増へてくるとい

う国内の調査結果も

あります。

教育長は、これら

の調査結果について

どのような見識をお

持ちかお答えくださ

い。

「少人数指導」が有効だが、一定規模の学級数

を確保することも必要

【教育長】教育委員会では「少人数指導」が有効

と考え、全校で推進している。

一方、学校は、知識や学力だけでなく、集団の

中で豊かな人間関係を築き、様々なことを学習し
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ながら体力の向上や自主・自立性、社会性を育ん

でいく場で、一定規模の学級数を確保することが

必要である。

学校の統合は地域の合意が不可欠という文部省

通知の見解は

【わしの議員】さて、1970年代に無理な小中学校

の統廃合が行われ、国会で大きな問題になって、

行き過ぎはよくないと文部省から通知が出されま

した。これはＵターン通知といわれているそうで

すが、学校の統合は地域の合意が不可欠という当

時の文部省の通知は現在も生きていると考えます

か、見解をお聞かせください。

保護者や地域の方の十分な理解を得ながら進め

たい（教育長）

【教育長】昭和48年の文部省通知は「統合には、

十分に地域住民の理解と協力を得るように努める

こと」としておりますが、教育委員会も、保護者

や地域の方の十分な理解を得ながら進めたい。

小規模校対策より、大規模校対策を優先的に取

り組むべき

【わしの議員】私は、過大校の対象にならない、

30学級以下の大規模校に勤務する教員の方からお

話を伺いました。「1000人近くの子どもがいれば、

地域のつながりがなくなり、子どもも保護者も顔

が一致しないので、疎遠な関係になっている」、

「大規模校こそ対策をしてほしい」ということで

した。

教育委員会は、学校の「適正な規模」は、12学

級から24学級としていますが、学級数24を超える

“大規模校”は27校もあります。全校生徒が校庭

で遊べない、トワイライトスクールも交代で参加

するなど弊害はあきらかです。こうした“大規模

校”こそ、より良い教育環境をつくる適正化が必

要ではないですか。お答えください。

学校の適正規模化に努めたい（教育長）

【教育長】これまでも、30学級を超える過大規模

校を対象に、分離新設校の整備や通学区域の変更

により、過大規模校化の解消に努めてきた。

今後も、児童数・生徒数の推移を的確に把握し、

小規模校対策とともに過大規模校対策を推進し、

学校の適正規模化に努めたい。

小規模校の良さをいかせ（再質問）

【わしの議員】小規模校の問題点について、根拠

となるデータは教員対象のアンケートだけでした。

パワーポイントによる説明でも、課題ばかり強調

され、ある会場では、「教育委員会は、教師や子

どもを信頼していないのではないか」という質問

があり、会場からは共感の拍手があったそうです。

課題に掲げた、「交友関係が固定化されやすい」

とか、人間関係がこじれた場合、修復がむずかし

い」というのは、小規模校に限らず学校・教師が

取り組むべき課題です。ましてや公務分掌量や補

欠授業など教育条件にかかわる問題は、適正な予

算と人員を配置すれば解決できる問題ではないで

すか。

結局は、小規模校の良さがいっぱいあるのに、

「より良い教育環境のため」という理由で、学校

を統廃合して、教育予算を削減する目的があるの

ではないかと考えますが、お答えください。

子どもたちのとってよりよい教育環境を確保す

るため（教育長）

【教育長】あくまでも子どもたちのとってよりよ

い教育環境を確保するために実施する。

住民の合意なしに学校の統合をすすめるな（再

再質問）

【わしの議員】教育委員会の言うことには根拠が

なく、クラス替えができないことが悪いと言って

いるとしか思えません。

市教委は「小規模校の解消」には熱心ですが、

３０学級を超えるところしか「大規模校の対策」

はやろうとしません。

小規模校の統廃合のねらいは、教員の人件費と

学校の削減で、閉校した学校の土地を民間に売り

払うことにあるとしか考えられません。小規模校

を統廃合して、教育条件を切り下げて子どもと先

生に負担を押し付け、地域の宝といえる教育と文

化の大切な拠点である学校をなくすことは大問題
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です。

教育長は、「統合には地域住民の合意が不可欠

です」という文部省の通知は、認めておられます

ので、この場で「住民の合意なしに学校の統合を

すすめることはない」と、きっぱり表明していた

だきたいが、どうですか。

十分な理解を得て進めたい（教育長）

【教育長】保護者や地域住民と話し合い、十分な

理解を得て進めてまいりたい。

理解と同意が得られるまでやるな（意見）

【わしの議員】学校の統合は、「保護者や地域住

民の十分な理解を得る」と、表明されました。

低のことなので、理解と同意が得られるまでやら

ないでいただきたい。

政務調査費の使途拡大は「第2の報酬化」。議会

改革に逆行

【わしの議員】次に、議員報酬についてです。

日本共産党議員は、住民への献身を信条として

います。過去の「オール与党」市政のもとでのた

び重なる市議報酬の引き上げに反対し、いわゆる

議員特権と利権政治の一掃に取り組んできました。

さらに、河村市政のもとでも一貫して市民要求実

現、議会改革実現にも力を尽くしてまいりました。

この秋、日本共産党は市民要求実現を目指して

「市政アンケート」活動を行いました。議員報酬

額について日本共産党がこれまで提案してきた条

例額から４割削減する1000万円のたたき台につい

て、「まだ高い」との声も多くありました。そこ

でこのような民意の動向を重く受け止め、半減を

含めた報酬の本格的な引き下げに取り組むことと

し、先の22日、市議会の皆様にたいし、「半減」

を含む報酬の本格引き下げのために、議会が速や

かに、主体性をもって協議を開始するよう呼びか

けたものです。

さて、河村市長の「報酬半減」条例案の議会提

出は今度で５回目ですが、新しい重大な問題が提

起されています。

市長は、議員報酬半減とセットで、政務調査費

の支給範囲の拡大や、多様な民意の反映をさまた

げる議員定数削減にまで言及しています。

政務調査費はそもそも「市政に関する調査研究

に要する経費」ですが、収支報告書１枚では使途

適正化が保障されません。従来、問題のある使い

方がされてきました。

そこで、税金の無駄遣いを防ぐため、使い道を

市民が監視すること、そのためには領収書や帳票

類の公開が不可欠です。日本共産党は、１円以上

の領収書公開を求めてきました。ようやく2010年

度分から領収書の公開が行われ、前進しました。

ところが、今回の市長が提案する政務調査費の支

給範囲拡大は税金の無駄遣いの拡大につながるお

それがあると考えます。そこでお聞きします。市

長が提案する政務調査費の支給範囲拡大は、政務

調査費が「第２の報酬化」にならないのか、これ

まで進めてきた議会改革の流れに逆行するもので

はないのか。これが市民の求める改革と考えるの

か、市長におたずねします。

政務調査費の運用改善で、議員の政策立案能力

を強化できるなら良いこと（市長）

【市長】私は、党が決めて右へ倣えというような

議会よりも、個人個人がそれぞれ党議拘束なくし

て賛否を決め、条例をみずから提案していく、議

会に早く変わっていけないかとほんとに思ってい

る。部屋も個人個人の部屋に変える。そうする場

合に議員の数がこれだけ沢山いるのかという問題

が出てくる。市長というとスタッフが大勢いるで

はないかということがありますけど、あれは、秘

書でなくスタッフですので、私的なものには使え

ない。

質問ですが、議員への給付は、地方自治法に基

づき、議員報酬、期末手当、費用弁償そして政務

調査費に限定されており、現行の法令下において

は、その他の給付を創設することは困難です。言

うまでもなく、税金により、議員活動の内の選挙

活動や政党活動また後援会活動に充てることはで

きません。
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名古屋市議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正

について



一方、現在の政務調査費の運用を改善で、議員

の政策立案能力を強化することができるなら、そ

れは良いことだと考えております。特に一定の按

分は不合理だなと思っております。

ただし、政務調査費の増額は、生活の苦しい状

況、個人立法・賛否する状況が整っておりません

ので、市民の理解が得られるのかははなはだ疑問、

現行の額が基本となる。

議会の自主的な改革に期待する立場に立つべき

【わしの議員】次に、議会の自主的な改革につい

てうかがいます。

いま、市民のくらし・営業は、いっそう厳しさ

を増す中で、市民から、「議会は市民の苦労や痛

みが分かってほしい」「報酬は下げてほしいが、

市長は議会とのケンカばかり、もっと生活応援を

してほしい」と切実な声が寄せられています。日

本共産党は、そんなみなさんの声をしっかり受け

止めて、市民の願い実現のために献身する議会づ

くりに全力挙げて取り組んでまいります。

昨年４月の市長選のマニフェストでは、河村市

長は議会改革について「自主的な改革に期待」す

ると公約しています。

議会は昨年の秋以来、自主的な改革に取り組み、

議会基本条例を制定しました。その基本条例に基

づき、市長のマニフェストに掲げられていた政務

調査費の領収書全面公開、議会での市民3分間ス

ピーチ、地方議員年金廃止決議を実現してきまし

た。費用弁償については、あなたのマニフェスト

は実費支給とありましたが、議会は廃止まですす

んでいるところです。

そこで質問です。市長は議会に対して「押しつ

け」をやめ、「議会の自主的な改革に期待」する

立場に立つべきであると考えますが、市長の見解

を求めます。

みなさんから提案されるのを待ってますけど、

出てきませんので（市長）

【市長】みなさんから提案が出されるのを待って

おりますけど、なかなか出てきません。みなさん

から出されるのが正しい姿だと思っとります。

このたびの４６万５千人の署名の市民の力が皆

さんの議会改革への意欲を、背中を押していると

いうのは大変いいことだと思います。

なんで名古屋からやらなあかんのかという気も

よくわかりますが、桜井さんがよう言われますが、

党議拘束を中心としたグループによる政治、そう

いうものを変えていく、議員一人ひとりが自分の

理念で登場していく議会にならんかと心から思っ

ております。いっしょに行動していただける方の

厚い提案、行動を心からお待ちしております。

無駄遣いの拡大につながる懸念がある。議会の

自主的に改革を見守るべき（意見）

【わしの議員】政務調査費ですが、問題は、「運

用の改善」「使い勝手をよくする」と称して、政

務調査費の透明性を弱め、無駄遣いの拡大につな

がる懸念があることです。1円からの領収書公開、

支出を証明する帳票類の公開を貫くべきと考えま

す。

議会の自主改革について、市長が議員の報酬や

議会に対して、自論を持つことはありうるが、そ

れを議会に押し付け、このような条例案まで提案

することは２元代表制からみても問題です。議会

は自主的に改革に取り組んでおり、見守るべきと

いうことを申し上げておきます。そして、市長は

「議会改革の課題」に定数削減を述べていますが、

定数削減は多様な民意を切り捨て、議会の役割を

弱めることになります。日本共産党は、議会が本

来の役割を発揮すること、すなわち、多様な民意

の反映、チェック機能の発揮こそ議会改革の要で

す。議会経費の節減では慣例的な海外視察旅行の

中止、政治とお金の問題では企業・団体献金の禁

止が求められます。日本共産党市議団は、あらた

めて議会改革の先頭に立つ決意を申し上げ、議員

報酬の条例案の審議は、引き続き委員会の審議に

委ねることを表明して私の質問を終わります。
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「中小企業憲章」を踏まえた「産業振興ビジョ

ン」の策定を

【田口議員】困っている中小企業への支援につい

て質問します。

今年６月、「中小企業憲章」が閣議決定されま

した。「中小企業憲章」では、「中小企業は、経

済をけん引する力であり、社会の主役である」と

位置づけており、「国の総力を挙げて、……自立

する中小企業を励まし、困っている中小企業を支

え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考え

ていく」と宣言しています。この「中小企業憲章」

を本市の中小企業支援施策に活かし、具体化する

ことが求められていると思います。

本市では現在、来年度以降の産業振興施策と就

労支援施策を戦略的に推進するために、「産業振

興ビジョン」の策定に向けた検討が進められてい

ます。検討委員会で出された中間案では、「産業・

経済と雇用において大きな比重を占める中小企業

は本市の財産ともいうべき存在である」と述べて

います。

その「本市の財産ともいうべき」中小企業がい

ま、苦境にあえいでいます。わが党市議団が懇談

した中小企業家の方々からは、「大企業は海外に

生産拠点を移し、力のある中小企業も海外に付い

ていくが、それができない企業は将来どうなる。

中小企業は産業の基盤だが、崩れつつある」、

「仕事が少しずつ減っている。もうどうにもなら

ない。東京で話を開くと、名古屋の厳しさが際立

つ。中小企業への支援をして貰わなければ、何と

もならない」など、経営環境の厳しさが語られま

した。

本市でも、「自立する中小企業を励まし」つつ、

「困っている中小企業を支え」るために、「どん

な問題も中小企業の立場で考えていく」という

「中小企業憲章」の理念を貫いた支援策が求めら

れています。ところが、「産業振興ビジョン」の

中間案には、「『中小企業憲章』を踏まえて」と

いう言葉はありますが、そこで展開されている中

小企業支援施策には、自立する中小企業を励ます

視点はあるものの、「困っている中小企業を支え

る」という視点が欠けていると言わざるをえませ

ん。

そこでお尋ねします。「産業振興ビジョン」の

策定にあたっては、「中小企業憲章」を踏まえて、

とくに「困っている中小企業を支える」という視

点と施策を盛り込んだビジョンとすることが肝要

だと考えますが、市長はどのようにお考えですか。

そのようにお考えなら、ビジョンの名称に「中小

企業」を加えて、「中小企業・産業振興ビジョン」

としたらどうでしょうか。市長の見解を求めます。

中小企業振興を重要な柱として位置付けており

ますのでご心配なく（市長）

【市長】中小企業振興を重要な柱として位置付け

ておりますのでご心配なくお願いしたい。

名称は、パブリックコメント等の結果を見て調

整する予定であり、意見の一つとして伺っておく。

中小企業振興条例（仮称）の制定を

【田口議員】「中小企業憲章」を本市の中小企業

支援施策に活かすために、2000年以降で50近い都

県・市区町で制定されている「中小企業振興条例」

を本市でも制定することを求めたいと思います。

条例の名称はさまざまですが、中小企業施策の

基本理念や行動指針などを盛り込んだ条例を定め

たことが、中小企業振興に大きな力を発揮してい
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個人質問（11月27日）

住宅リフォーム助成など、困っている中小企業へ
の支援策を／「平針の里山」など民有樹林地にお
ける生物多様性の保全を 田口かずと 議員

困っている中小企業への
支援について



ると聞いています。愛知中小企業家同友会も、

「中小企業地域活性化条例」という名称で、制定

をめざして活動されています。

国が中小企業振興に関する憲章を定めたのです

から、本市としては中小企業振興の条例の制定に

ついて検討すべきときではありませんか。市民経

済局長の答弁を求めます。

愛知県並びに他の政令市の動向も踏まえ、引続

き調査する（局長）

【市民経済局長】中小企業は、市内事業所の約

99％、従業者の約77％を占めており、地域経済や

地域社会の中で極めて重要な役割を担っている。

これまでも、中小企業基本法などの関連法を根拠・

基本理念とし、各種施策を展開してきた。産業振

興に関する行政計画を策定し、その中で、時々の

経済情勢や産業構造の変化を考慮しつつ、中小企

業振興の方針を定め、必要となる中小企業施策を

計画的に推進している。

中小企業の振興を図る条例の制定は、愛知県や

政令市の動向も踏まえ、引続き調査したい。

町工場の固定費補助を

【田口議員】借り工場の家賃やリース料など固定

費の重い負担のため、廃業の危機にひんしている

町工場が少なくありません。政府は今年４月、中

小企業の機械設備のリース代金の支払猶予に応じ

るよう、リース会社に要請する通知を出しました。

京都府は、対象がきわめて限定的ですが、機械設

備のリース料などにたいする助成制度を導入しま

した。

わが党は、町工場の固定費補助の実施を求めて

何度も質問してきましたが、当局は、「固定費へ

の支援は融資制度を利用してほしい」と繰り返す

のみです。しかし、家賃やリース料の支払いに困っ

ている中小業者の中には、融資を受けても返せな

い、返済猶予中で新たな融資が受けられないとい

う業者も少なくありません。

こうした困っている町工場の火を消さないため

にも、家賃やリース料など固定費への補助が必要

ではないでしょうか。市民経済局長の見解を伺い

ます。

融資制度をご利用いただきたい（局長）

【市民経済局長】これまでも中小企業振興センター

や工業研究所を中心に経営相談、技術指導、情報

提供、研修ならびに融資などを実施している。

中小企業者の家賃などの固定費への支援は、低

利な名古屋市信用保証協会の保証付き融資制度や

財団法人名古屋市小規模事業金融公社の貸付制度

を実施しており、適宜、融資期間の延長など、資

金繰りの円滑化の一層の促進を図っている。

日常の企業経営に係る固定費への支援は融資制

度をご利用いただきたい。

緊急の景気対策としての住宅リフォーム助成を

【田口議員】困っている中小企業を応援する緊急

の景気対策として、住宅リフォーム助成を実施す

る自治体が全国に広がっています。愛知県下では

初めて、蒲郡市が10月から始めました。蒲郡市の

「住宅リフォーム促進事業助成金」は、予算総額

2000万円で、市民が市内の施工業者を利用して住

宅のリフォームをすると、工事代金の10％、 高

で20万円が助成されます。11月8日時点で、申請

件数は91件、助成額は978万3000円、全体工事額

は1億5200万円になり、地域への経済効果は助成

額の15倍を超えています。地元の業者からは、

「沈滞したこの時代に、タイムリーないい制度だ」

と評価する声があがっているそうです。

もともと地域の景気対策で肝心なのは、地域の

個人消費を拡大することであり、潜在的なリフォー
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蒲郡市の3月議会で、共産党縫員が住宅リフォーム助成を提案、

市長は「即効性のあるよい提案だ。検討する」と即答し、10月

補正で2千万円を計上しました。市内の業者に発注で、工事費

の1割（限度額20万円）が助成されます。

市の広報がまだ届かないうちから問い合わせや申請が集中、

1ケ月間で58件、業者との契約事業費1億587万円、市の助成金

661万円。窓口相談158件、電話相談116件と市民の関心は大き

く、これからも増える見込みです。

地元紙「蒲郡新聞」

は10月29日号で、特

別企画「住宅リフォー

ム特集」を掲載し、

期待する市民の声、

売り込む地元建築業

者や畳屋さんが3面

にわたって登場して

います。



ム需要を掘り起こして、建築関連業者の仕事確保

につなげるのが、住宅リフォーム助成です。住宅

リフォームでは、関連する業種、大工さんや左官

屋さん、畳屋さんに電気屋さん、屋根屋さんに配

管屋さんなど、実にたくさんの仕事の需要がただ

ちに増えます。ですから、助成金の額は２０万円

などと少額でも、地元にお金が還元され、地域で

循環しますから、地域の景気対策として即効性が

あるのです。

しかも、この制度は、多くの自治体では、緊急

経済対策という一時的なものとして実施されてい

ます。蒲郡市でも、平成24年の2月末までの1年半

というように期間を限定しています。いわば時限

立法です。

わが党市議団はこの間、建築関連の団体や中小

企業・業者のみなさんとの懇談を重ねてきました。

その中では、「ようやく仕事があっても、今の仕

事は納期が短くて単価が安い仕事ばかりで困って

いる。住宅リフォーム助成はぜひやってほしい」、

「住宅エコポイントでは、ほとんど大手のハウス

メーカーやサッシメーカーに仕事がいっている。

住宅のリフォームでは可能な限り地元の業者を使っ

てほしい」など、期待や注文の声が寄せられてい

ます。

そこで、お尋ねします。住宅リフォーム助成は、

緊急の景気対策として即効性のある制度だと考え

ますが、市長は、その経済効果についてどのよう

に認識されていますか。本市でも実施するお考え

はありませんか。お答えください。

助成にはなんらかの政策的な要請がいる（市長）

【市長】すでに一定の需要があるということから

経済的効果をおしはかることは難しい。個人のう

ちの畳を替えた場合、私有財産だで、普通はいか

んので、介護の目的とか一定社会性格的な目的が

ある場合に補助する、政策的な要請がいるのが原

則ではないかと思っている。

緊急経済対策として住宅リフォーム助成を

【田口議員】政策的な要請がなければ、個人の財

産に対する助成はむつかしいということですが、

すでに名古屋市も耐震改修助成をやっています。

ところが耐震改修は件数が伸びず予算が残ってし

まい、今年度は予算を減らした。現状はあまり進

んでいない。

住宅リフォームを時限立法といったが、1年半

の蒲郡をはじめ、多くが1年限りになっている。

これは発想を変えているからだ。住宅改善という

住宅部局の考えでなく、中小企業が不況で苦しん

でいるときに緊急に仕事を起こし、増やしていく

という緊急経済対策という角度から実施している。

発想を変えなければいけない。緊急経済対策。市

長は、「日本一早く経済復興する街ナゴヤ」を掲

げられていますが、そのためにいろいろ手立てを

打たなければいけない。その一つという立場に立っ

てほしい。

蒲郡では助成額の15倍の工事、秋田県でも15倍

に上っているように、住宅リフォーム助成は経済

効果が大きい事業です。工事を依頼した人も、受

注した業者も、そして自治体の担当者も、みんな

が笑顔になる事業です。

もちろん、小規模な市・

町のやり方をそのまま大都

市・名古屋に当てはめるこ

とはできないとは思います

が、住宅リフォーム助成が、

地域経済の活性化に大きな
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秋田県では今年3月、県レベルでは初めて「住宅リフォーム緊

急支援事業」を実施、毎月2千件近い申し込みがあり9月末には

1万戸を突破。県は、補正増額して21億円を確保しています。

秋田県八峰町では、町の上乗せ補助もあり7％の世帯が利用、

町中が「建設ラッシュ」の様相です。

県は、「厳しい経済情勢のなか、新築よりもリフォームを選

択する世帯が多い」と見て、来年3月末までに1万5千戸（世帯

の38％）の利用を見込んでいます。

住宅建築は木材をはじめ多くの資材を使うことから、その波

及効果は抜群で、県内業者への発注額は325億円、波及効果は

500億円を超えると見ています。合わせて、雇用も増え、住環

境も改善でき「一石3鳥」の効果です。

利用者の特徴

・屋根・外壁の張替えが も多い。

・続いて、台所・風呂等

の水回り改修も多い。

・地球環境対策として力

を入れている太陽光発電・

給湯機器の設置も多い。

・内部改修も多いが、サッ

シ交換や断熱改修などエ

コポイント関連も実施さ

れている。



効果を及ぼすことは 明らかです。

市長にお尋ねします。住宅リフォーム助成は、

緊急経済対策として即効性のあるいい制度だと思

いませんか。お答えください。

いい制度だと思う（市長）

【市長】たぶんなかなかいい制度だと思います。

お金は一番エンドのところの、住宅だけでなく設

備投資に使うとええ、とは思うが。それからはちょっ

と勉強させてちょう。

ぜひ検討を（意見）

【田口議員】いい制度なんですよ。経済復興する

ためのシンプルかつインパクトのある対策として、

住宅リフォーム助成の実施をぜひ、検討していた

だきたいと思います。

「平針の里山」での開発への対応は

【田口議員】次に、「平針の里山」など民有樹林

地における生物多様性の保全について質問します。

本市で開かれていた生物多様性条約第１０回締

約国会議、ＣＯＰ１０では、「名古屋議定書」と、

生物多様性の損失を抑える2020年までの目標を採

択しました。日本政府も、開催都市である本市も、

生態系を破壊するような開発などに歯止めをかけ、

生物多様性の保全に力を注ぐ大きな責任を負うこ

とになりました。

ところが、ＣＯＰ１０開催中に、天白区平針南

学区の樹林地、いわゆる「平針の里山」で開発業

者による伐採工事が始まりました。これが、 近

の現地の写真です。相当の樹木が伐採されて、地

肌がむき出しになっています。無残な姿です。

先日、周辺の住民が工事の強行に抗議している

という連絡を受けて、私は現地にかけつけました。

住民の抗議にたいして業者側は、「文句は開発を

許可した名古屋市に言ってくれ」と言っていまし

た。名古屋市は、ＣＯＰ１０で里山や多様な生物

種の保存を世界に向かって強調しながら、肝心の

足もとで里山的な景観が広がる樹林地の開発を許

しています。これで名古屋の名を冠した議定書を

採択した都市だと胸を張れるのでしょうか。

市長、ＣＯＰ１０開催都市の市長として、自ら

の足もとで、生物多様性を損なう開発が始まった

ことにたいして、どのように感じておられますか。

「平針の里山」での開発を今からでもストップさ

せる考えはありませんか。答弁を求めます。

誠に残念（市長）

【市長】 近ちょっと行っ

てませんが、大変残念の極

みということです。何とか

残せんかと思ったが、残念

ながら民有地でして、どう

しても5億5千万円のお金が

うまらなんだのでああゆう

ことになってしまいまして

誠に残念だ。

特別緑地保全地区の指定や緑地保全地域の導入

を

【田口議員】私は３年前、「平針の里山」の保全

を求めて本会議で質問しました。当時はまだ、開

発業者の手に土地が渡る前でしたので、私は、土

地利用に規制をかける緑地保全地域にこの「里山」

を指定するよう求めました。その後、「平針の里

山」も、緑地保全地域の候補地の一つとなりまし

たが、その中の重要な部分が、開発業者の手に渡っ

てしまい、工事が始まったことは、残念でなりま

せん。
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「平針の里山」など民有樹林地に
おける生物多様性の保全について



そこで縁政土木局長にお尋ねします。生物多様

性の保全にとって、市内に残された大規模な民有

樹林地を保全することは重要であります。そのた

めに、緑地保全地域制度の導入や開発行為に規制

をかける特別緑地保全地区の指定拡大を急ぐべき

ではありませんか。お答えください。

緑地保全地域制度の導入に向け、努力したい

（局長）

【緑政土木局長】厳しい規制により現状を凍結し、

緑を保全していく特別緑地保全地区に加えて、一

定の開発を前提としつつも、急激な緑地の消失の

抑止を図る緑地保全地域を新たな制度として適用

していくことが有効ですが、土地所有者の理解が

容易ではない。

そのような状況の中、特別緑地保全地区につき

ましては、土地所有者のご理解を得て、これまで

に72か所を指定しております。

新しい制度である緑地保全地域は、現在、制度

設計を検討しており、候補地の選定や土地所有者

の意向の把握に努めている。今後、緑地保全地域

制度の導入に向け、努力したい。

平針の里山は今でも残したいか

【田口議員】「平針の里山」は、生物多様性を考

えるうえで、たいへん重要な場所です。市長も、

この「里山」の重要性を認識しておられたからこ

そ、一旦は、巨額の資金を出してでも買い取ろう

と提案されたと思います。それにもかかわらず、

市長は開発を許可された。

これにたいして周辺住民のみなさんなどが、今

年８月、開発許可の取り消しを求めて名古屋地裁

に提訴されました。ある新聞では、提訴を受けた

河村市長は、「『里山』は生物多様性条約第１０

回締約国会議のスローガンで、平針の里山は今で

も残したいと思っている」と話したと報じられて

います。

市長に聞きます。平針の里山は今でも残したい

と思っておられますか。

残したい(市長)

【市長】思っております。

もう一度、この「里山」の保全について考えて

いただきたい（意見）

【田口議員】思っているなら、ぜひ手立てを取っ

てほしいんですよ。裁判では、開発許可の取り消

しを求められていて、市長は訴えられている立場

ですから、なかなか大変だと思いますが、やはり

生物多様性条約締約国会議が開かれたこの名古屋

で開催中に大規模な伐採が始まったのですから、

もう一度、この「里山」の保全について考えてい

ただきたい、（市長を）やめるにしても、考えて

いただきたい、ということを申し上げて、質問を

終わります。
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破壊前の里山の風景（上・下）と開発中(右)
（平針の里山保全協議会のHPより）



これまでの市立病院改革プランの総括は

【くれまつ議員】名古屋市立病院改革プランにつ

いてです。市立病院では、市民ニーズに対応する

ために５病院の再編をすすめていましたが、診療

報酬の低下や医師・看護師不足などの医療環境の

変化により経営が悪化し、平成１９年度に赤字が

３９億円となりました。こうした経営状況を立て

直すために、平成２０年度から今年度までの市立

病院改革プランを定めて病院改革にとりくんでき

ました。そして来年度から次の市立病院改革プラ

ンをつくろうとしています。

私は、これまでの改革プランについて、市民の

期待通りの病院改革になったのかという点から、

病院局長に伺います。

病院改革プランでは、「患者さんと職員の笑顔

が見られる病院」をめざし、５病院の再編をすす

め、経営を改善し、不良債務を解消することを目

標にとりくまれました。医師不足を解消する、医

師にきてもらうために、特徴をもった病院に再編

する計画。しかし、城西病院は民間譲渡で西部医

療センターのサテライト化、高齢者に優しい病院

にする計画は破綻し、緑市民病院再来年からの指

定管理制度に移行するということになりました。

これが病院改革プランの結果です。城西病院の利

用者からは、「民間病院になると内科しか診療で

きないが、整形外科もやってもらいたい、」と切

実な声をあげています。緑市民病院の指定管理者

は応募がなく、分娩医療を必須条件からはずし条

件を改悪して選定しましたが、「市内で も人口

の多い緑区でお産ができない状況では困る。」と

こちらも切実です。今、多くの患者さんと職員か

ら笑顔が消えているのではないでしょうか。

そこで、病院局長に、現在の病院改革プランで、

どれだけ、医師・看護師をふやすことができたの

か、市民の医療ニーズにこたえることができたの

か、改革プランの総括について伺います。

抜本的な改革にはなっていないが、一定の

成果を上げることができた

【病院局長】平成21年3月に策定した名古屋市立

病院改革プランに示した「患者さんと職員の笑顔

がみられる病院」という理念の下、特色のある病

名古屋市政資料№169 （2010年11月定例会）

- 16 -

個人質問（11月30日）

市民の声を反映した市立病院改革プランを／国民
健康保険料の引き下げを／生活再建の立場にたっ
た貸付金返済計画を くれまつ順子 議員

新しい名古屋市立病院改革プラン
について

西部医療センター城西病院の民間譲渡

・平成23年3月末をもって、市立病院としては廃止。民間譲渡により平成23年4月以降の医療施

設としての存続及び介護保険関連施設の誘致を図る。

・理由①周辺に多数の病院が存在し、急性期病院は必要でない。②医師等の医療従事者の確保

が困難である上、市が多額の財政的な負担をしてまで市立病院の運営を継続する理由がない。

③亜急性期、回復期、慢性期等の医療ニーズは、民間医療施設による対応を図ることが望まし

い。④市全体で介護保険関連施設が不足し、中村区はひとり暮らしの高齢者が多い地域である。

緑市民病院の指定管理者制度導入

・指定管理者制度を平成24年度までに導入し、市立病院として地域密着型の総合的な病院の役

割を継続。

・理由①医療ニーズの増加が見込まれるが、周辺には大規模な病院があまり存在しない。②救

急患者の多くが区外に搬送されており、救急医療を安定的・継続的に確保するためには、市立

病院としての位置付けを維持し、市が責任を持って医療を継続する必要がある。③医療従事者

を十分に確保し、救急医療の充実、経営の改善等を実現するためには、指定管理者制度を導入

して民間の運営手法を活用する必要がある。



院づくりに取り組み、その成果が表れ始めている。

具体的には、東部医療センタ一東市民病院で、

心臓血管センター・脳血管センターの開設など、

高度・専門医療の充実に取り組み、日本でも有数

の高い技術を持つ医師を招聘するなど、医療体制

を大幅に強化することができた。これらの高度・

専門医療の充実を背景として各診療科の連携によ

る救急医療体制の強化も可能となり、従来の内科

二次救急に加え、今年度から外科系二次救急を開

始するなど、医療ニーズが高い救急医療の充実に

着実に取り組むことができている。

小児・周産期医療を特長とする西部医療センター

城北病院では、さらに小児・周産期医療を充実さ

せるとともに、がん医療への対応を強化できるよ

う、来年5月予定の西部医療センター開院に向け、

精力的に準備に取り組んでいる。

このように精力的に取り組んだ分野では医師看

護体制を強化することが出来、市民の皆さんの医

療ニーズにもより的確に対応出来るようになった。

医師の確保は平成20年の177名に比べ今年度は18

1名と4名増加出来ており、地域病院の特色が少し

ずつ理解されている。抜本的な改革にはなってい

ないが、一定の成果を上げることができた。

市民の声を反映した市立病院改革プランを

つくるべき

【くれまつ議員】さて、１０月下旬、新しい市立

病院改革プランを来年３月に策定するために、有

識者会議が開かれたと新聞報道がありました。そ

こでは、病院改革プランの素案が出されたようで

す。

新しい病院改革プランについては、どうしたら

市民のための市民病院として役割を果たせるのか、

市民と力を合わせ、市民とともにプランをつくる

べきと思うのです。緑市民病院では、医師会の皆

さんの協力で夜間診療が行われています。城西病

院を守る会の代表の方は、「お産の復活のために、

産科の医師を探す努力を、私たちもします。名市

大、名大に出向いて市立病院に医者を派遣してい

ただきたいとお願いにいきたい。」と病院局との

懇談の場で発言されました。新しい病院改革プラ

ンは、市民の生の声や知恵と力を借りてつくらな

ければ、いいものになりま

せん。そこで、病院局長に

伺います。

新しい改革プランを作る

際に、緑市民病院や守山市

民病院の利用者、職員から、

直接声を聞く場を設けてい

ただき、市民の声を反映し

た改革プランをつくるべき

と考えます。答弁をもとめ

ます。

パブリック・コメントで意見を聞く（局長）

【病院局長】昨年度から「今後の市立病院のあり

方」の検討を行っており、これまでにも「名古屋

市立病院のあり方を考える有識者会議」のほか、

市民の皆様や医療関係者などから幅広い意見を聞

いている。現在、各市立病院において、事務部門

と各部門の職員が共同して具体的な目標を検討す

るなど、病院局全体で新たな改革プランの検討を

行っている。 今後、パブリック・コメントを予

定しており、市民には、その中でご意見を頂きた

い。

守山市民病院の存続を

【くれまつ議員】次に、守山市民病院の存続につ

いてです。

来年度からの改革プランの素案について、有識

者から、「守山市民病院は存続させるべきか否か

考え直すべき」との意見が出て、こうした意向を

もりこむことにしたと報道されていました。守山

市民病院は廃止されるのかと不安が広がっていま

す。有識者は、なぜ存続させるべきか否かという

のでしょう？守山市民病院がいかに、守山区民に

愛されて利用されてきた病院であるのか、全くご

存じないといわざるをえません。病院局長はどの

ように思われているのでしょうか。

守山区民は廃止をのぞんでいません。城西病院

に続き、東部医療センターのサテライト病院であ

る守山市民病院もなくすという情け容赦ない計画

にしてはなりません。

そこで、病院局長に、伺います。守山市民病院
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を、守山区唯一の総合病院と位置付け、地域の医

療機関や東部医療センターとの連携を強めて、市

立病院として存続させると、新しい病院改革プラ

ンに明記していただきたい。お答えください。

総合的に検討していく（局長）

【病院局長】東部医療センター守山市民病院は、

緩和ケア医療のほか、物忘れ外来や医療健康よろ

ず相談窓口などによる高齢者医療に重点をおいて

取り組んでおり、特に、緩和ケア病棟については

入院待ちの患者がみえるなど、現在の改革プラン

による取組みが一定の成果を上げている。

一方で、病院全体としては、病床利用率が3年

連続で70％を下回り、総務省の公立病院改革ガイ

ドラインにより、今後のあり方を抜本的に見直す

ことが求められるほか、医療従事者の確保が困難

であるなど、非常に厳しい状況となっている。

今後は、市立病院全体としての機能や分担、連

携の状況、周辺の医療環境、患者さんの動向、医

療従事者の充足状況など、様々な観点から、総合

的に検討していく必要がある。

患者さんの笑顔が消えていく病院改革だ

（再質問）

【くれまつ議員】納得のいく答弁ではないので、

再度質問します。

重点的にとりくんできた城北病院と東市民病院

のとりくみで成果があがったという答弁でした。

こんな総括は認められません。城西病院の民間譲

渡、緑市民病院は指定管理でお産も条件から外す。

これでは患者さんの笑顔が消えていく病院改革に

なったのではないか、こうした医療ニーズにこた

えることができていないことをきちんと総括すべ

きです。

医療資源の選択と集中で医療機能を強化す

ることが重要（局長）

【病院局長】評価としてはいろいろあろうかと思

いますが、医療の高度専門化、多様化、医師・看

護師等の不足といった医療環境の変化に的確に対

応できていなかった。

そのため、限られた医療資源の選択と集中で、

各病院の特徴をより明確にし医療機能を一層強化

することが重要であると信じております。名古屋

市全体の状況を勘案し医療ニーズが高い分野に重

点を置き、特色のある病院づくりをすることは、

市立病院の改革として も重要な取組みであり、

その成果は表れ始めていると考えております。

廃止が決まってから城西病院の患者の声を

直接聞いたのか（再質問）

【くれまつ議員】選ばれなかった病院の患者さん

から笑顔が消えていると思います。選択と集中、

この言葉によって緑、城西、守山市民病院の患者

さんから笑顔が消えていると思います。もちろん

それぞれの病院で医師が一生懸命患者さんをみて

名古屋市政資料№169 （2010年11月定例会）

- 18 -

守山市民病院の沿革

年月 項目 年月 項目

昭和26年8月 旧守山市立守山市民病院として建築に着手 昭和59年9月 中央材料室、新管理棟の増築

昭和29年10月 診療開始 平成5年6月 新病棟改築により200床稼働となる

昭和30年4月 瀬古診療所を本院の附属診療所とする(昭和43年閉鎖) 平成9年2月 MRI棟増築

昭和30年12月 伝染病隔離病舎建設(昭和47年閉鎖) 平成9年12月 診療予約システムの開始

昭和36年8月 病棟第1期、第2期工事完成、病床数200床に増床 平成14年3月 建物耐震工事完了

昭和38年2月

名古屋市と合併、名古屋市立守山市民病院と改称。

国民健康保険志段味診療所を守山市民病院附属志段

味診療室に改称(昭和60年閉鎖)

平成15年7月 北側進入路供用開始

平成19年1月 全身用Ｘ線コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）更新

平成20年4月 名古屋市立東部医療センター守山市民病院と改称

昭和45年3月
防衛庁航空騒音防止対策補助金を受け、診療部門、

管理部門の改築工事第1期、第2期完成

平成21年3月 ライフライン等耐震工事完了

平成21年4月 許可病床数１６５床に変更

昭和46年3月
既設病棟防音施行により減少した病床数71病床分の

病棟を増築し、防音改築工事第3期完成

平成21年6月 緩和ケア病棟開棟

平成22年1月 日本医療機能評価機構による病院機能評価の認定取得

昭和51年6月 総合病院名称承認 平成22年3月 電子カルテ導入



下さっているのは分かりますけれど、

今、医師が５病院全体で４名ふえたといわれま

したが、内訳をみると東市民が１５名、城北が２

名の増員、一方で守山と城西病院はそれぞれ、５

名と８名の減員です。緑は現状維持。

東市民と城北病院には医者が増えるけれど、城

西病院と守山市民病院は選ばれない。城西と守山

の患者から笑顔が消えていく。選択と集中で、５

つの病院の再編を進める改革は破たんしていると

いわざるをえません。頼るべきは市民の力、裏切っ

てはいけないのは患者さん。そして、市民といっ

しょに市民病院をよくしていく、こうした姿勢が

重要ではないでしょうか。

そこで、再度病院局長の姿勢を問いたい。あな

たは、廃止になると決まってから、城西病院の患

者さんの声を直接聞いたことがおありでしょうか？

職員を通じて話は聞いている（局長）

【病院局長】現場、職員を通じ、話はきいており、

多くの人の意見を聞いております。

市民の生の声を聞いていただきたい（意見）

【くれまつ議員】直接市民の声を聞いてほしいと

思います市立病院は市民のための病院です。現在

の改革プランには『「いつでも、どこでも、誰に

でも、安心で 良の医療を提供」することができ

るよう、市立病院、市立大学を始めとする公的病

院等と民間医療機関が機能分担を図り、行政機関

とも連携しながら体制を整える必要があります。』

このように書かれています。しかし、新しいプラ

ンの素案には、この言葉が消えて、自立した経営

を目指すという言葉が強調されています。経営よ

りも、市民のための病院として、市民といっしょ

に病院の充実をすすめること、次の改革プランは、

直接市民の意見を聞いて、つくっていくことを強

くもとめておきます。

国保料一人1万円引き下げの決断を

【くれまつ議員】次に、高すぎる国民健康保険料

の引き下げをもとめ、市長に伺います。

高齢者の方は、｢市民税減税は3000円、国保の

値上げは13000円、これじゃ増税じゃないか、年

金は変わってないのに、どうして保険料があがる

のか｣と、怒りの声を上げています。今年は、不

況と減税による税収不足を穴埋めするため、所得

割率を大幅に引き上げ、収入が増えないのに、減

税の３倍、４倍もの値上げで、保険料が数万円も

上がる人が続出しています。私は、地域で高すぎ

る保険料を一人1万円の引き下げを求める署名を

とりくんできました。「一人1万円の値下げは、

とてもありがたい」と署名は好評です。

国保料の１万円引き下げにおよそ60億円必要で

す。財源はあります。市民税10％減税のうちの法

人市民税減税と高額所得者への減税をやめれば、

７０億円の財源がつくれます。一般会計から国保

会計への繰入れ額を５年前に戻せば約６０億の財

源増です。高すぎる国保料をせめて１万円引き下

げて、払える保険料にすべきです。そこで市長に

伺います。

私は、6月議会で国保料引き下げを市長に求め

ました。その時の答弁は、「やりたいけど、困難」

でした。国保料の１万円引き下げも庶民減税の一

つです。

高齢者と自営業者のみなさんのくらしを応援す

るために、国保料一人1万円引き下げの決断を市

長に求めます。お答えください。
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国民健康保険料の引き下げを



まず均等割の3％を下げた

【市長】国保保険料1万円引き下げは何とかなら

んか、おんなじ医療給付を受けるのにこの不公平

さは何なんだ、という気持ち、これはいかんなぁ

とは思っております。

一般的には困難だってことにはなるけど、不公

平だと、感じとるだけじゃいかんとは思いますが、

せめてまず3％に取り組んだことだけはご理解頂

きたい。

国保料を引き下げてこそ喜ばれる庶民減税

（意見）

【くれまつ議員】国保料の引き下げを多くの市民

がもとめています。市長に強く、国保料を引き下

げて、自営業者、高齢者のみなさんに喜ばれる、

庶民減税だということ申し上げておきます。

債務者から強制的な取り立てを行うことは

問題

【くれまつ議員】次に、税金や国保料が払えない、

市営住宅の家賃を滞納している、こうした市債権

の適正管理について、伺います。

本市は、市債権の未収金が年々増加する中、未

収金を３年間で約１００億円圧縮する債権管理計

画を策定しようとしています。１１月にパブリッ

クコメントをし、来年１月に計画を発表する予定

です。

未収金の多くは、市民からすれば払えないお金

です。今日の不況で中小業者の営業が厳しく、仕

事が減り税金を払いたくても払えない、そういっ

た市民が増えています。滞納額を生活に応じて分

納していた人が、市税事務所ができて以降、「一

括で払え」と問答無用でせまられたとの相談が寄

せられています。

債権管理計画による債権回収組織は、その人の

生活基盤をも奪うような強権的な取り立てが行わ

れることが目に見えています。債権回収は、きち

んと訪問をして、生活状態をていねいに聞き取り、

生活を再建していく手立てについて相談にのるな

ど、市民の立場にたって、生活再建のとりくみこ

そもとめられています。

そこで、名古屋市債権管理対策会議のトップで

ある副市長に伺います。債権回収組織をつくって、

債務者から強制的な取り立てを行うことは問題で

す。それよりも、市債権の適正管理の取組みでは、

生活に苦しんでいる市民に対し、生活再建の立場

に立ってとりくむべきと考えますが、お答えくだ

さい。

事情があるかたは適切に対応したい（副市

長）

【副市長】所得や資産があるにもかかわらず納め

ていないかたに対しては、負担の公平という観点

から厳正に対処したいと考えているが、期限まで

に納めることができない事情があるかたには、所

得や生活状況などをお伺いし、適切に対応してま

いりたい。
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主な未収金の状況（単位：億円）

債権名 年度 2008 2009

市 税 115 132

国民健康保険料 112 122

生活保護法返還金徴収金 5 12

介護保険料 9 9

市営住宅等家賃 6 6

母子寡婦福祉資金貸付金 6 6

全市計 321 356

生活再建の立場にたった
市債権管理計画を



母子寡婦福祉資金の貸付者には、生活状況

を聞いて対応すべき

【くれまつ議員】次に市債権の中で、ひとり親家

庭への貸付金である、母子寡婦福祉資金について

お聞きします。未収金額は約６億円ですが、やや

増えています。ひとり親家庭、特に母子家庭は、

一般家庭の４割しか収入がない、働いても平均収

入230万円で、生活が苦しい状況にあります。母

子寡婦福祉資金の支払いが困難な母子家庭が多い

のではないかと思います。

そこでこども青少年局長に伺います。母子寡婦

福祉資金の貸付者には、生活状況を聞いて、納付

が困難と判断された場合には、債権放棄をするこ

とも含めて、対応をすべきと考えます。お答えく

ださい。

適切な債権管理を行っていきたい

【こども青少年局長】貸付金の未収債権は、従来

から、償還指導月間を設けるなど適切な償還指導

に努めてきた。今年度、新たに、債務者の所得や

滞納理由などの調査を行い、返還が可能かどうか

など、債権の分類整理を行っている。お返しいた

だいた返還金が、次の貸付の原資となるので、今

後とも、一人ひとりの生活状況に応じた償還指導

に努めるとともに、本年度実施しております調査

結果も十分に踏まえながら、適切な債権管理を行っ

てまいりたい。

生活に困っている市民の生活再建の立場に

立った対応を（意見）

【くれまつ議員】市税も国保料も本当にこの不況

で払えない市民が増えています。債権回収組織が

生活の苦しい市民から厳しくとりたてをしていく

ような全庁的な組織はいりません。それぞれの部

局で、現場の職員体制を増やして、ひとりひとり

の生活状況を調査し、生活に困っている市民の生

活再建の立場に立って、未収金の対応をされるよ

うに、要望をしておきます。
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半減８００万円も含めて本格的な引き下げを

【田口議員】再提出された議員報酬半減条例案に

ついて市長に質問します。

議員報酬について日本共産党は、半減の800万

円も含めて本格的な引き下げにとりくみます。市

長にすり寄ったのではありません。民意に寄りそっ

たのであります。市長が報酬半減を議会に押し付

けるやり方は、地方自治の二元代表制の原則を破

壊するものであり、受け入れるわけにはまいりま

せん。議員報酬の引き下げは、議会が主体的に取

り組むべきものであります。

報酬額の決定に市民の意見を反映させる仕組み

として、先ほど市民が参加する第３者機関を設置

することが決まりました。わが党は、第３者機関

で検討をすすめる際には、議員報酬の削減額など

についての各会派の考えをたたき台として示して、

検討していただくことが、議会の主体性を発揮す

るうえで必要だと考えております。

以上、わが党の立場を申し上げたうえで、質問

に入ります。

議員活動費のあり方を第３者機関の検討に委ね

るという、市長の新たな提案にしぼって、３点、

お尋ねします。

報酬削減分を別枠の公費で穴埋めするのか

【田口議員】１点目は、議員活動費の公費負担の

範囲を拡大する問題であります。

議員活動費のあり方の検討について、「議員活

動費の保証」と書いている新聞もあります。議員

活動費の保証とは、報酬を削減した分を政務調査

費などの公費、税金で穴埋めするということでしょ

うか。

市長は、今議会の審議の中で、「政務調査費の

各種上限額を撤廃し、按分をなくせないか」、

「議員一人に年収300万円の政策スタッフを２人

置けないか」などと発言しておられます。しかし、

法律上も判例でも、政務調査費は政務調査活動に

しか充てることができません。後援会活動や政党

活動なども行っている議員事務所の家賃や職員の

人件費には、政務調査費は一部しか充てられない。

そこを変えようなどという議論は、議員経費の新

たな浪費拡大になるのではありませんか。

政務調査費600万円を拡大することはない(市長)

【市長】公費負担の拡大は少なくとも今の経済状

況、政治状況の中で政務調査費600万の枠を拡大

することは市民のみなさんの理解は得られないと

思っています。今の政務調査費600万の枠を出る

ものではありません。

政策スタッフ2人というのは600万の中の１つの

方法で考えたらどうかということ。

議員活動費は自前で賄うべきだ

【田口議員】２点目は、議員活動費を税金で賄う

のか、自前で賄うのかという問題であります。

私は、報酬を削減した場合、報酬から支出して

いた議員活動費につ

いては、基本的には

個人献金で賄うべき

だと考えています。

市長も以前、本会議

場で、「報酬800万円

で、みんなでやせ我

慢してでもがんばれ

ば、もっと献金も集

まるようになる」と
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再提出議案への議案質疑（2010年12月8日）

報酬半減と引き換えに、公費負担拡大に道を開く
「新提案」＝議員活動保障を口実にした第２報酬
の支給だ 田口かずと 議員

「議員報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部改正」について

再提出された議案の概要

・報酬は2014年の4月から半額

（月額49万5千円）

・2011年5月から１年間は月額

79万円。（現在の特例と同額。

期末手当が削減されるので、

年収は1400万円が1300万円に）

・2012年度～2013年度は第3者機

関の意見で、段階的に削減

・無作為抽出の市民と有識者か

らなる第３者機関を設置

・議員活動に必要な経費も検討



答弁されています。ところが、市長は、報酬半減

とセットで、議員活動費を政務調査費など税金で

手当てする方策を検討すると言い出された。これ

は、これまでの市長の言明と矛盾するのではない

ですか。市長もブレ始めたのではないですか。

政治活動は田口さんと全く同じ（市長）

【市長】政治活動というのは田口さんの言われる

ところと全く同じで、献金をもらってやっていく。

苦しいけどね。報酬半減しても、その分政務調査

費を増額してやるものではございません。基本的

に政治をやるものはやせ我慢であろうがなんだろ

うが、いい政治をやって苦しいけど1円でも寄付

をもらうという風にやるべきだと思います。

政務調査費は使途の適正化と透明化が 大課題

【田口議員】３点目に、政務調査費のあり方につ

いて検討すべき観点は、使途の適正化と透明化で

はないでしょうか。

政務調査費については、市民から「不自然」と

批判されている自動車リース料や多額の海外出張

費など疑問のある使い方を是正することが求めら

れています。市民オンブズマンからは、「現状の

名古屋市会の……政務調査費は実質的には議員の

第二給与化している面がある」という意見が本市

会に寄せられています。ですから、検討すべき観

点は、政務調査費の使途範囲の拡大などではなく、

使途の適正化と透明化ではありませんか。

透明化・適正化は当たり前、説明義務を（市長）

【市長】使途の透明化・適正化にもっと進化すべ

きというのは当たり前で、使途は説明義務を負う

という方向でやっていきべきだと思います。

車のリース料も上限額を撤廃し、按分をやめる

のか（再質問）

【田口議員】政務調査費の増額はあり得ないこと

は当然です。政務調査費の上限額の撤廃に関して、

説明責任があればできるかどうかと言いました。

具体的に聞きたい。
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車のリース料を政務調査費で充当していた議員（2008年度政務調査費収支報告書より）

議員名
支払年額
万円

按分率
充当金
万円

議員名
支払年額

万円
按分率

充当金
万円

議員名
支払年額

万円
按分率

充当金
万円

うえぞのふさえ 57 50% 26 浅井日出雄 111 50% 55 加藤武夫 68 80% 54

梅村邦子 66 50% 33 伊神邦彦 90 80% 72 小林祥子 60 80% 48

おかどめ繁広 37 50% 18 岡地邦夫 86 80% 69 馬場規子 92 80% 73

加藤一登 61 50% 30 桜井治幸 53 70% 37 三輪芳裕 86 80% 68

鎌倉安男 31 50% 15 中川貴元 64 70% 45 樋沢孝彦 100 80% 80

田中里佳 107 50% 53 中里高之 70 50% 35 小島七郎 78 80% 62

中島理恵 48 50% 24 丹羽 宏 72 80% 58 長谷川由美子 73 80% 58

橋本ひろき 74 50% 37 坂野公寿 54 90% 48 木下 優 66 80% 53

山田昌弘 76 50% 38 渡辺義郎 30 70% 21 福田誠治 61 80% 49

山本久樹 33 50% 16 自民党市議団 67 50% 33 田辺雄一 60 80% 48

吉田伸吾 75 40% 30 自民党市議団 52 83.50% 44 林 孝則 34 80% 27

吉田隆一 48 50% 24
自民11人

（当時2会派）

中村 満 31 80% 25

渡辺房一 70 50% 35 公明12人

民主党市議団 87 70% 61

民主党市議団 42 50% 21

民主党市議団 50 50% 25

民主16人



車のリース料については、活動実態に応じて按

分し、上限は年間80万円となっています。市民グ

ループの調査によりますと、2008年度分では、過

半数の39人の議員がリース車を使用しており、按

分率が80％以上、つまりリース料の80％以上に政

務調査費を充てている議員が17人います。 高は

90％です。充当金額の 高は80万円の上限額、目

いっぱいという議員もいます。

私も含めて共産党の議員は、リース車は使用し

ていませんが、私の活動実態に照らしますと、政

務調査活動のために車を８割以上も使用するとす

れば、私的な使用や政治活動のためには、もう１

台、車が必要になります。リース車を使用してい

る議員のみなさんの実際はどうでしょうか。政務

調査費については、車のリース料、一つとっても、

現状でも市民へのきちんとした説明責任が、議員

には求められていると思います。

市長にお尋ねします。こうした車のリース料に

ついても、上限額を撤廃し、按分をやめ、政務調

査費を全額充てることができるようにしたいとお

考えですか。お答えください。

よっぽど正規に使われていない感じ（市長）

【市長】よっぽど正規に使われていないという感

じがします。よくわかりませんけど、ほんとにこ

の車がここに行ったという活動日誌まで出すもの

か出さんものか、皆さんで議論されたらどうか。

新たな浪費拡大に道を開く提案とセットの報酬

半減案は問題が大きい（意見）

【田口議員】政務調査費の上限額を撤廃すると簡

単におっしゃるが、非常に大事なことで、説明責

任をきちんとしなくてはいけない。現状でもやら

なくてはいけない。いまさえ政務調査費について

は、現状の使い方にたいしても、「第２報酬」化

しているのではないかと、疑問の声が市民からあ

がっています。その時に、政務調査費の運用改善

について検討を進めれば、公費負担の範囲が拡大

し、文字通り「第２報酬」化するでしょう。新た

な浪費拡大に道を開く提案とセットの議員報酬半

減案には、問題が大ありだということを指摘し、

質問を終わります。
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副市長の削減にあわせて期末手当を削減

【かとう議員】ただいま議題となりました「名古

屋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例」について、提案の

趣旨を説明いたします。

この提案は、議員報酬の期末手当を、平成22年

度、副市長並みに0.15カ月引き下げるというもの

です。そして、さらに23年度からは、期末手当の

支給割合を変更し、継続します。

議員の期末手当については、通例、特別職の期

末手当にならって、歩調を合わせてきました。

今、景気は相変わらず回復の兆しは見られず、

暮らしに困っている市民は増える一方です。私た

ちは、議員報酬が高すぎるという「民意」をしっ

かり受け止め、議員報酬の抜本的な引き下げが必

要だとして、議論しているところですが、今回、

副市長の期末手当が0.15カ月引き下げられたこと

に伴い、議員の期末手当を同様に減額するべきと

考えます。

なにとぞ、この提案に、ご理解いただき、ご賛

同を賜りますようお願い申し上げます。
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議員提出議案の提案説明（11月30日）

議員報酬の期末手当を副市長の削減（0.15月）に合
わせて引き下げることは当然

かとう典子 議員

11月議会では各党から議員提出議案が６件提出されました。このうち３件が日本共産党の提出で、議員

の期末手当削減提案をかとう典子議員、第３者機関設置提案を梅原紀美子議員、真の市民税減税の提案を

さとう典生議員が提案説明しました。

議員の期末手当の削減案比較

現行
6月 12月 合計

1.45月 1.65月 3.10月

共産等の
堤案原案

2010 1.45月 1.50月 2.95月

2011以降 1.40月 1.55月 2.95月

自民等の
修正案

2010 1.45月 1.50月 2.95月

2011以降 1.45月 1.65月 3.10月

公明等の
修正案

2010 1.45月 1.40月 2.85月

2011以降 1.35月 1.50月 2.85月

＊自民党と公明党から修正案が出され、採決の

結果、自民党修正案は賛成30（自民+民主）、公

明党修正案は賛成15（公明+民ク）、共産党原案

は賛成10（共産+社民+気魄）でいずれも否決と

なりました。



第三者機関設置は議会でも認めたこと

【梅原議員】私は、ただいま議題となりました

「名古屋市議会の議員報酬の額を市民参加・市民

公開で検討し定める条例」について、提案者を代

表して、提案の趣旨を説明します。

この条例案は、名古屋市議の報酬額を、民意を

反映した適正な額に定め、議員が行う議会基本条

例にある原則をふまえた活動を保障することを目

的としています。その民意を聴取するために、公

募による名古屋市民を含む10人以内からなる名古

屋市会議員報酬検討調査会を設置し、調査と取り

まとめを行い、議会はその報告を尊重して決める

ものです。

わが党は、すでに各会派の皆様に議員報酬半減

を含む引き下げ検討を早急に始めることを呼びか

けさせていただきました。市長の押しつけではな

く、二元代表制の立場から議会が主体性をもち、

かつ議員のお手盛りでない「市民主役」の改革を

すすめるために本条例案の制定を提案させていた

だきました。すでに第3者機関の設置は合意され

ています。なにとぞ趣旨をご理解いただき、ご審

議いただきますようお願い申し上げます。

福祉暮らしの充実もあわせてできる減税案

【さとう議員】ただいま議題となりました、市民

税減税条例案について、趣旨と内容について説明

します。

本年度、河村市長の提案による一律10％の市民

税減税が実施されていますが、マニフェストに書

いてあった、「定率減税（金持ちはゼロ）」に反

したものです。

また、法人市民税減税に至っては、マニフェス

トには一切書いてありませんでした。この点でも、

公約違反となります。

現在、日本社会は、極端な市場原理主義、rす

なわち新自由主義といわれる経済政策によって、

格差と貧困が広がっている状況にあります。

そうした中で、一律減税を行うということは、

高額納税者ほど減税金額が高いという点で、所得

格差をいっそう拡げるという根本的な欠陥を有し

ています。

本案は、以上のような一律減税の欠陥を補い、

不況で苦しんでいる、庶民の負担を少しでも減ら

すことで可処分所得を増やし、地域経済の再生に

役立てるために、一定の所得以下の市民に減税を

実施しようとするものです。

個人市民税の均等割額を3000円から100円へと

減額し、所得割額では年収800万円の標準世帯を

モデルに、課税総所得で376万円以下の納税者に

税額控除方式で10％の減税を行おうとするもので

す。

なお、本案は財源ベースで市長提案に比べて半

分以下に圧縮することができ、その分を中小業者

や市民の福祉・くらし応援のために使うことがで

きます。

以上の趣旨と内容をご理解いただき、みなさん

のご審議をお願いします。
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法人や金持ちの減税をやめ、真に庶民減税となり、
財源負担も考えた減税案を提案

さとう典生 議員

議員報酬の額を市民参加・市民公開で検討し定める
ことが、おしつけやお手盛りでない決め方

梅原紀美子 議員



（岡本議員の提案説明）6月の議会改革推進協議

会で、多くの市民や複数の学識経験者の意見を聞

いたうえ、9月議会で11月分から来年4月まで議員

報酬を月額20万円減額する特例を可決した。来年

4月には市議選が予定され、議員報酬については

今後検討するとしている。5月以降の議員報酬を

学識経験者や無作為抽出による市民から構成され

る検討会において検討してもらうことを定める。

報酬額を引き下げるための検討会議か

【くれまつ議員】議員報酬について、第三者機関

の設置をして、報酬を市民参加のもとですすめる

ことを具体化された条例改正案であると受け止め

て質問をします。

第２項で、議員報酬の額を検討する会議の設置

が提案されています。まず、この検討会議ですが、

議会として検討会議を設置するのか。この点をお

聞きします。そして、これは条例で報酬額を引き

下げるために設置する検討会議なのか。それとも、

特例でひきさげるための額を検討する会議なので

しょうか。

特例的に引き下げるためではなく、適正な

額を検討していただくための会議

【岡本議員】議員報酬を特例的に引き下げる額を

検討するための会議ではありません。議員報酬に

ついて、財政規模、事務の範囲、議員活動に専念

できる制度的な保障、公選としての職務や責任等

を考慮した適正な額を検討していただくための会

議を想定しています。

検討会議の構成と選定方法は

【くれまつ議員】検討会議の構成について、伺い

ます。有識者は何名、市民は何名ぐらいなのか、

その内容をお聞かせ下さい。また、その選定方法

について伺います。

可決されれば速やかに各会派と協議したい

【岡本議員】条例案が可決されれば速やかに各会

派の協議に臨みたい。その場合、自民党・民主党

はもとより、公明党、共産党、無所属の議員、さ

らには市長の考えが反映され、市民に納得される

構成にすべきと考える。裁判員制度や市の無作為

抽出のアンケートのような方法なども参考にした

い。
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議員提出議案への議案質問（11月30日）

《民主・自民 共同提案ヘの質問》
市民参加で報酬額を検討することを具体化していま
すか くれまつ順子 議員

議員報酬特例条例改正案について

他会派から提案された条例案に対して本会議で質問しました。民主・自民共同提案条例にはくれまつ順

子議員、公明提案２条例には山口きよあき議員が質問しました。

平成22年議員提出議案第40号

名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改

正について

提出者（総務環境委員会の民主・自民の議員10人）

名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例（平成

21年名古屋市条例第4号）の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」

を付し、附則に次の1項を加える。

（平成23年5月1日以降の議員報酬の額の検討）

2 平成23年5月1日以降の議員報酬に関しては、学識経験を有

する者及び無作為抽出により選ばれた市民により構成する

検討会議において、本市の財政規模、事務の範囲、議員活

動に専念できる制度的な保障、公選としての職務や責任等

も考慮した適正な額について検討するものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。



（三輪議員の提案説明）個人市民税の均等割を年

額3000円から100円にする、資本金1000万円以下、

従業員50人以下の法人市民税の均等割を５万円か

ら５千円にする。課税総所得金額376万円以下の

所得割額は10％を乗じた額を控除した額とする。

個人の所得割の納税義務を負わないものは市民税

を全部減免する。減税額を減した原資で景気対策

や福祉施策が推進できる。

均等割４万５千円の減税で中小企業の経済

支援になるのか

【山口議員】第一条では、減税の目的として「庶

民の生活支援及び中小企業の経済支援を図る」と

しています。減税の対象から高額所得者をはずし、

低所得者に手厚い減税とすることは、庶民の生活

を支援するために必要だと私も思います。

まずお聞きしたいのは、法人市民税減税について

です。均等割が5万円に区分される法人について

は「年額５千円とする」としています。年間４万

５千円の減税が「中小企業の経済支援を図る」こ

とにどの程度、役に立つのか、その経済効果を示

してください。

赤字に苦しむ中小企業への応援メッセージ

【三輪議員】大きな効果がある。赤字で苦しむ中

小企業に市が応援メッセージを送るということが

大事。企業規模や経営状況に関係なく一律に減税

するものではない。あくまで資本金1000万円以下

従業員50人以下を対象にしている。大企業や十分

な利益を得ている企業は対象にしていない。融資

や地元中小企業へ公共工事の発注を積極的に行う

など経済起爆を合わせて推進していくべき。

所得割ゼロを非課税世帯として扱う影響は

どの程度か

【山口議員】条例案の付則では、個人所得税の所

得割ゼロの市民は、均等割も全額を減免するとし

ています。積極的な提案だと思いますが、この対

象者はいわゆる非課税世帯扱いとするのでしょう

か。

だとすると国保料や各種福祉施策などの負担額も

軽減されますが、どの程度の影響が出ると見込ん

でいるのでしょうか。

大きな国保減免でも数千万円

【三輪委員】非課税世帯となることで国保や介護

の保険料など負担限度額などの認定などに影響が

出る。何億円というほどでなく、いちばん大きな

国保減免でも数千万円で収まる。

なぜ３年後の見直しなのか

【山口議員】検討の規定です。「条例施行後３年

を経過した場合において」、「効果を検証しつつ・・・

所要の措置を講ずる」としていますが、なぜ３年

か。現在の市民税減税を一年限りにするとあなた

方も提案していました。

なぜ１年ごとに実施の可否を判断するのでなく、

３年で効果を検証するのか、その根拠を示してく

ださい。

市長減税には財源の裏付けがなかったから1年だ
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《公明 提案ヘの質問》
行財政改革に財源を求めて、福祉や暮らしの予算を
拡充できるのか 山口きよあき 議員

名古屋市市民税減税条例
の制定について

公明党の減税条例案

・個人市民税10％減税は４人家族年収８００万円

以下を対象。均等割りは税額3,000円を100円に

する。均等割りのみ課税者は全額減免。法人市

民税減税は資本金1千万円以下、従業員50人以

下の企業の均等割り税額を5万円から5千円にす

る。3年間実施する

・減税規模135億円。（参考：現行226億円、共産

106億円）



【三輪議員】現在の減税は１年ごとにした。十分

な財源もないまま提案されたものであり福祉や教

育などさまざまなところに影響が出ることを危惧

し、金持ち減税で市財政を圧迫する危険性を感じ

たからだ。

今回の減税案は大企業や金持ちへの減税をやめ

ることで約91億円が削減でき、さらに２月議会で

提案した行政改革を断行することで十分な財源が

確保できる。しかし高齢化やアセットマネージメ

ントなどの状況を検証することも必要で、そのた

めある程度の経過をみる必要があるので３年とし

た。

減税財源は市長と同じように行革で捻出するのか

【山口議員】この案では減税規模は来年度135億

円となります。市長提案の226億円より減税規模

は縮小されますが、減税の財源をどうまかなうの

か、市長減税と同様にいわゆる「行革」で生み出

すのか、それとも、その他にも財源を考えている

のか、お答えください。

様々な行政改革の推進で十分な財源を確保

【三輪議員】金持ちと大企業への減税をやめるこ

とで91億円、減税規模は縮小されるがそれでも

135億円の財源が必要。必要なインフラ整備はあ

る、との観点から将来を見据えて必要な施策は推

進していくものと考える。そのうえで、２月議会

に提案したように様々な行政改革を推進すること

により十分な財源を確保でき減税は実現できる。

減税の財源は、大型公共事業にきちんとメ

スをいれること

【山口議員】法人市民税の減税は、市長減税の９

倍です。それでも個人でなく法人への減税です。

この分の減税総額は29億円、これだけあったらもっ

と効果的な中小企業への支援策ができると思いま

す。

例えば、この3分の1の約10億円で、工事費の10

％・20万円でリフォーム助成5000件が予算化でき

ます。10倍以上の仕事が生まれ100億規模の経済

効果が発揮できます。減税より、税金を払えるだ

けの仕事を増やすことが優先ではないでしょうか。

減税財源を行革に求めるのは同意できません。

行革という名で、結局、福祉が削られたら何にも

なりません。行革で経費が削られた役所からは、

民間への仕事の発注も減っています。公園や道路

の整備や清掃の回数が目に見えて減った、との指

摘が市民から出ています。

減税の財源は、大型公共事業にきちんとメスを

いれることです。

以上、いくつかの問題点を指摘しましたが、庶

民と中小企業へ配慮した減税になっていることは、

河村市長の10％減税に比べてはるかに良い提案だ

と思います。私ども日本共産党市議団の提出した

減税条例案ともども、この続きは委員会でしっか

りと審議していただくことにして、私の質疑を終

わります。

（田辺議員の提案説明）財政悪化を5段階に分け、

それぞれにパラメーターを設置、各段階で宣言を

発表する。第1段階の財政注意宣言は赤字市債の

発行額や残高が2年連続で増加したとき、第2段階

の財政警戒宣言は赤字市債が3年連続で増加した

場合、第3段階の財政危機的宣言は国の健全化法

に定める実質公債費比率などの4指標、経常収支

比率、公債費負担比率のいずれかが3年連続で悪

化した場合、第4段階の財政非常事態宣言は国の

4指標のいずれかが5年連続で悪化した場合、第

5段階の財政破たん宣言は国の長期健全化指標を

超え経営健全化計画を定めなければならなくなっ
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《公明 提案への質問》
財政危機宣言などは市長が判断し行うべきことでは
ないのか。判断基準にも疑問 山口きよあき 議員

名古屋市の財政状態を市民に分かり
やすく周知する条例の制定について



た場合に発表。財政は市民にはわかりにくいので

端的な宣言で注意惹起を行うことが有効と考える。

市長がどう判断するかは市長の裁量の範囲

ではないか

【山口議員】財政状態をどう評価し、わかりやす

く市民に知らせるかは、第一義的には市長の当然

の責務です。議会は議会として、決算や予算の審

議をとおして、また市民生活の状況との関連もよ

く見て、総合的に財政状態を判断します。そして

市長の対応をチェックし、また必要な政策提案を

していくものだと私は考えます。

いまでも、地方公共団体は、財政健全化に関す

る法律に従って、必要な財政指標を公開しており、

名古屋市もすでに自主的な財政規律を設けていま

す。

財政状態をどう見るかは、時々の情勢により判

断も変わります。また議員や会派によっても評価

が一致するとは限りません。あえて条例案のよう

な注意宣言が必要なのか、私には疑問です。そこ

で伺います。

条例案のような独自の判断基準でもって、法律

以上に市長や財政当局の判断や行動を縛る必要が

あるのでしょうか。市長がどう判断するかは市長

の裁量の範囲なのではありませんか。

市民に向けて発信、市民に伝えることが理念

【田辺議員】議会が市長の予算編成権などの権限

を制限することは出来ないし、すべきでない。市

民に向けて発信する、市民に伝えることが理念で

市長に制限をつけることではない。

財政状況をチェックする議員の判断を縛るべきで

はない

【山口議員】判断基準の客観性にも疑問がありま

す。何をもって赤字市債と称するのか、意見がわ

かれます。臨時財政対策債は、際限なく発行する

のは問題外ですが、本来、交付税で措置すべきも

のの肩代わりという性格もあり、単純に赤字市債

とすることに私は同意できません。

市の借金は赤字市債だけでもありません。注意

宣言のレベル１・２は市債の発行や残高の金額が

基準なのに、レベル３からは発行の比率が基準と

されています。一つの基準とは考えられますが、

客観的な唯一の指標と言いきれますか。

議会には、議員個人や会派によって様々な見解

や評価基準があって当然です。

この条例で判断基準を固定化することは、議会

による財政状態のチェックが画一的、機械的にな

り、判断が硬直化するのではありませんか。時々

の状況に応じて、財政状況をチェックする議員の

判断を縛るべきではないと考えますが、いかがで

しょうか。

市民に発信する。議員に制限や義務づけするも

のではない

【田辺議員】臨時財政対策債は国でも問題視され、

国の隠れ借金ではないかという指摘もある。赤字

市債の定義も今回は財政対策債と減収補てん債に

絞った。専門家の意見を聞いて決めた。市民に発

信する。議員に制限や義務づけするものではない。

緊縮財政、市民サービス縮小へと誘導する

のは問題

【山口議員】財政の健全運営に係る市長の責務が

第４条にあります。ここには「行財政改革に着実

に取組み、本市の財政運営の健全化が達成される

よう努めなければならない」とありますが、財政

健全化のための方策は、すべて行財政改革による

べきなのでしょうか。

積極的な景気刺激策で税収を増やす、市民の負

担増にならぬよう留意しながら新たな財源を確保

する、国から必要な財源をしっかりとってくるな

ど、財政健全化のための方策は様々です。市の財

政よりも市民の負担や暮らし向きを優先的に考え

て、政策を打つべき時もあるでしょう。

財政健全化への対応方策を行財政改革だけに限定

する必要はありません。市の政策を緊縮財政、市

民サービス縮小へと誘導するのは問題ではないで

すか。

緊縮財政に引っ張っていくものではない

【田辺議員】それは別の議論、この条例が原因で
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財政健全化がすべてに優先されて緊縮財政に引っ

張っていくものではないと考える。

市民サービス削減の行財政改革のために、

財政の厳しさを強調する恐れ

【山口議員】市民への周知という問題にも、それ

ぞれの価値判断が入ります。逆に価値判断抜きに、

市債が増えました、減りました、と言うだけでは、

問題点がどこにあるのか市民には見えません。財

政悪化の原因をどう見るか、健全な財政状態、バ

ランスのとれた財政とはどういう状態か、スパッ

と答えが出る問題ではありません。様々な考え方

があります。

わかりやすく財政状況を知らせたい、という思

いはわかりますが、条例案でかかげた指標が共通

の指標足り得るか、さらに審議を尽くす必要があ

ります。

必要なことは、財政状態の不安だけを市民に知

らせるのではなく、市政全体の姿を市民に知らせ

る、市政の判断材料を総合的に市民に提供するこ

とです。

これまで名古屋市政では、「行革」という名目

で、数々の福祉や市民サービスが削減されてきま

した。河村市長の下で、保育料の値上げや自動車

図書館の廃止が減税財源を生み出すための「行革」

のひとつとして、提案されたことはまだ記憶に新

しいことです。

結局、この条例は、市民サービスを削減する行

財政改革を進めるために、ことさら財政状態の厳

しさを強調するだけのものになる危惧が私には拭

えません。

この続きは委員会での審議に委ねることにして、

質疑を終わります。

「公募市民」も「無作為抽出市民」も加える

【さとう議員】ただいま議題となっております、

修正動議について、その趣旨と内容を説明します。

議員報酬のあり方については、この間、議会改

革協議会の場で話し合いが行われてきました。

そして、11月定例会に我が党の提案と民主・自

民両党による共同提案とが提出され、委員会で審

議されてきました。

我が党が、かねてより市民参加の第三者機関を

設置して、市民の意見をふまえ、報酬の削減を行

うべきであると提案してきたことはみなさん周知

のとおりであります。

民主・自民の共同提案と我が党の提案につい

て、第3三者機関を設置する点では共通をしてい

ますが、市民代表について「公募市民」か「無作

為抽出市民」かという点では相違がありました。

「無作為抽出」は市民の代表を選ぶ一つの形態

でありますが、議員報酬について関心ある市民の

参加に道を開くために、「市民」の次に「等」を

加えてはどうかと提案し、提案会派から、受け入

れるという趣旨の回答をいただきました。

そこで、市長の押しつけではなく、議会の自主

性を貫くという立場で、小異を捨てて大同に立ち、

我が党提出の議案を取り下げて、本案を提出し、

修正を願った上で、民主・自民共同提案に賛成す

る決意をしたものであります。

修正内容は「無作為抽出により選ばれた市民等

により」と規定することで、市民の代表の幅を広

くするものであります。

なにとぞ、みなさま方のご賛同をお願いします。

＊採決では公明党の議員が反対(総務委員会の2人

は退席）しました。
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民主・自民提出議案への修正動議説明(2010年12月8日)

市民の声をいかすため「第３者機関の設置」の構成
員に公募委員を加えることの修正を提案

さとう典生 議員

議員報酬の特例に関する条例の一部
を改正する条例の｢修正」について
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各常任委員会の概要(条例改正案等の質疑）

2010年11月議会 委員会日程

月日 開会時間 総務環境 財政福祉 教育子ども 土木交通 経済水道 都市消防

11月24日(水) 10時30分 説明・質疑

11月25日(木) 10時30分 意思決定

12月1日(水) 10時30分 質疑（総務） 質疑（財政） 質疑（教育） 質疑（土木） 質疑（市経） 質疑（住宅都市）

12月2日(木) 10時30分
質疑

（環境）
質疑

（病院・健康福祉）
総括質疑
（教育）

総括質疑
（土木）

総括質疑
（市経）

総括質疑
（住宅都市）

12月3日(金) 10時30分
総括質疑
(総務）

総括質疑
（財政）

所管事務調査
（バリアフリー

状況）

所管事務調査
（水道サービス
の株式会社化、
高水準水道シス

テム）

所管事務調査
（住生活基本計

画）

12月6日(月)
10時30分

（土木10時）
総括質疑
（環境）

総括質疑
（健康福祉・病院）

所管事務調査
（緑の基本計画・
動植物園再生プ
ラン）

所管事務調査
（産業振興ビジョ
ン）

所管事務調査
（名古屋駅周辺
公共空間整備）

12月7日(火)
10時30分

（財政11時）
意思決定 意思決定 意思決定 意思決定 意思決定 意志決定

議案内容

前半 給与条例

後半

総務（議員報
酬半減）住民
投票条例
環境（補正、
債務負担）

財政（市民税減税条
例、学校と火葬の契
約、宝くじ）
健福（犬猫引き取り
料、補正生活保護）
病院（城西病院）

教育（補正予
算・大規模改
修）

緑政土木（補正
予算）

市経（補正太陽
光）

住宅都市（補正）

給与改定以外の補正予算の主な内容 （千円切り捨て）

区分 事項 金額 財源 説明

一
般
会
計

市税還付金及び遷付
加算金

12億5,800万円
県費 4,986万円
一般財源 12億 813万円

法人市民税の中間還付の増加等に伴う
補正

事業所用太陽光発電
設債の設置補助

1億4,080万円

国庫 1億4,080万円 国の補正を活用した補正
地域活性化交付金を活用した補助制
度の創設

新製品開発支援事巣 5,720万円

国庫 5,720万円 国の補正を活用した補正
地域準性化交付金を活用した試作品
製作機器の購入、技術相談事業等

住宅用太陽光発電設
備の設置補助

1億4,200万円

国庫 1億4,200万円 国の補正を活用した補正
地域活性化交付金を活用し、事業費
を増額

生活保護受給者の就
労支援

1,865万円
県費 1,856万円
諸収入 9万円

就労による経済的自立を支援するため
の就労支援員の増員に伴う補正

生活保護費 106億3,127万円

国庫 79億7,345万円
一般財源 26億5,781万円

受給者数の増等による扶助費の増額
所要見込額 76,163,805
当初見込額 65,532,532
差引補正額 10,631,273

市営住宅の外壁改修 6億3,843万円

国庫 2億8,729万円
地方債 3億5,100万円
一般財源 13万円

国の認証増に伴う補正
老朽化した外壁の改修

舗装道補修 9億2,000万円
国庫 5億 600万円
地方債 4億1,400万円

国の補正を活用した補正
名古屋第二環状線始めの舗装道補修
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補正予算の概要（単位：千円）

区分 事項 金額 財源 説明

一
般
会
計

幹線道路の舗装（低
騒音・排水性舗装）

3億6,000万円
国庫 1億8,000万円
地方債 1億8,000万円

国の補正を活用した補正
堀田高岳線始めの道路舗装

橋りょうの耐震補強 1億円
国庫 5,500万円
地方債 4,500万円

国の補正を活用した補正
丸中橋の橋りょう耐震補強

交通安全施設の更新・
補修

2億6,000万円

国庫 2億6,000万円 国の補正を活用した補正
地域活性化交付金を活用した防護柵、
街路灯などの整備

道路改良 7億8,210万円

国庫 4億1,800万円
諸収入 1,792万円
地方債 3億4,200万円
一般財源 407万円

国の補正を活用した補正
江川線始めの有料道路支援関連事業

立体交差 7億円

国庫 4億9,500万円
県費 1億8,900万円
地方債 1,600万円

国の補正を活用した補正
近鉄名古屋線の立体交差事業

治水対策 10億5,000万円
国庫 6億8,400万円
地方債 3億6,600万円

国の補正を活用した補正
堀川、香流川等の整備

公園遊戯施設の補修 2億2,200万円

国庫 1億1,100万円
地方債 1億1,100万円

国の補正を活用した補正
稲永東公園始めの公園遊戯施設の補
修

公園の整備 1億7,400万円
国庫 8,700万円
地方債 8,700万円

国の補正を活用した補正
米野公園、戸田川緑地等の整備

小・中学校校舎等の
大規模改造

31億6,473万円

国庫 9億 420万円
地方債 22億6000万円
一般財源 52万円

国の補正を活用した補正
昭和55年以前に建設され、大規模な
改修が未実施の校舎等について、屋
上防水、内外装改修を実施

小・中学校運動場の
改修

2億 102万円

国庫 6,700万円
地方債 1億3,300万円
一般財源 101万円

国の補正を活用した補正
前回改修から概ね20年を経過し、劣
化が著しい運動場において、表土に
石・瓦礫が露出している状態を解消
するための整備

計 208億2,010万円
特定財源 169億4,840万円
一般財源 38億7,170万円

特
別
会
計
（
公
債
）

起債額の繰出 46億 400万円

地方債 46億 400万円 公共土木事業公債 16億6,200万円
公園緑地整備公債 1億9,800万円
住宅建設公債 3億5,100万円
義務教育施設整備公債

23億9,300万円

計 46億 400万円
特定財源 46億 400万円

公
営
企
業
会
計

（
城
西
病
院
）

土地及び建物の売却 17億3,031億円
固定資産売却益

11億9,953万円
譲渡先が決定した土地及び建物の売却
に伴う補正

計 17億3,031万円
特定財源 11億9,953万円

総 計 271億5,442万円

特定財源 227億5,194万円
一般財源 38億7,170万円
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補正予算の主な内容（つづき）

区分 事 項 金 額 説 明

一般財源の
主な歳入

地方交付税 27億9,000万円 普通交付税

国庫支出金 120億6,896万円

県支出金 2億5,742万円 治水、生活保護、県税徴収

繰越金 10億8,169万円

諸収入 1,801万円 土木受託収入、就労支援雇用保険料

市債 46億 400万円 土木、公園、住宅、教育

一般会計
繰越明許

事 項 金 額 説 明

住宅用太陽光発電設備の設置補助 1億4,000万円

事業所用太陽光発電設備の設置補助 1億3,800万円

道路・橋りようの整備 11億4,800万円

街路の整備 8億4,800万円

河川・排水路の整備 7億3,500万円

公園の整備 2億7,800万円

市営住宅の外壁改修 5億2,920万円

小学校の校舎等の大規模改造 23億9,448万円

小学校の運動場の改修 1億1,181万円

中学校の校舎等の大規模改造 7億7,025万円

中学校の運動場の改修 8,920万円

一般会計
債務負担行為

事 項 期 間 限度額 説 明

資源（空きぴん）の収集委託 23～27年度 28億2,900万円 委託が５か年にわたるため

国の補正予算可決に伴う追加補正予算の主な内容 （千円切り捨て）

区分 事項 金額 財源 説明

一
般
会
計

任意予防接種 12億2,467万円
県費 5億3,044万円
一般財源 6億9,422万円

・子宮頸がんの全額助成（中1，2女子→中
1～高１女子）

・小児肺炎球菌の全額助成(新）（5歳未満）
・インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）の半額助

成を全額助成、2歳未満→5歳未満拡大
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主な議案に対する会派別態度（2010年11月）

１、当局提案 10件（条例案3件、補正予算案3件、一般案件4件）

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

職員の給与に関する条例の一部
改正

● 〇 〇 〇 ○ ● ○
可
決

市人事委員会の勧告で職員給与を引き下げ。民間と
の給与較差2.35％を解消するため、給料表を0.6％、
地域手当の支給割合を2％引き下げる（平成22年12月
1日実施）。期末・勤勉手当を0.2月引き下げ。平均
月額9,494円、年間23.7万円の減。総額29億円（平年
48億円）

名古屋市議会の議員の議員報酬
及び費用弁償等に関する条例の
一部改正

議員活動費を別途保
障することを検討す

るため出し直し

撤
回

議員報酬を半減
議長 月額 1,225,000円 → 612,500円
副議長 月額 1,078,000円 → 539,000円
議員 月額 990,000円 → 495,000円

＊施行期日は規則で定め、話し合いの余地を残す

名古屋市保健衛生関係手数料条
例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ - ○
可
決

犬又は猫の引取り手数料を創設。2011年4月1日から
1頭又は1匹 生後91日以上 2,500円

生後90日以内 500円

平成22年度名古屋市一般会計補
正予算（第4号）

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
可
決

補正額20,820,109千円。106億円が生活保護費。89億
円が国の補正にともなう経済対策。学校の改修のほ
か幹線道路の補修・改良など。繰越明許費83億円。
空き瓶収集の民間委託5年の債務負担行為

平成22年度名古屋市公債特別会
計補正予算（第1号）

○ ○ 〇 〇 〇 - 〇
可
決

補正額 4,604,000千円。経済対策に対応するための
借金。

平成22年度名古屋市城西病院会
計補正予算（第1号）

● ○ ○ ○ 〇 - 〇
可
決補正額 1,730,315千円。民間に売却。

契約の締結 （下志段味小学校
新築工事）

〇 ○ ○ ○ 〇 - 〇
可
決

8億8,405万3,590円で岐建・水野工務店特別共同企業
体に。完成予定は2012年3月12日。一部２階建３階建
１棟、１部３階建4階建1棟他。延床7520.71㎡

契約の締結（名古屋市第２斎場
（仮称）火葬炉設備工事）

● 〇 〇 〇 〇 - 〇
可
決

26億8,800万円で太陽築炉工業株式会社に。完成予定
は2014年3月31日。火葬炉一式。反対陳情もあり住民
合意が不十分。

訴えの提起 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇
可
決

介護保険給付の不正な請求を行い、22,386,706円を
不正に得た合資会社アンダンテ（清算人：岩下洋子）、
岩下洋子（アンダンテの無限責任社員）、田中靖子
（岩下洋子と共同して本市に損害を与えた者））に
対して、不正利得及び加算金（89,546,812円）の計
3,134万1,388円の支払いを求める。

当せん金付証票の発売 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇
可
決

2011年度に市が発売する当せん金付証票の発売総額
を、330億円以内とする。公共事業の財源。

２、当局追加提案 4件（人事案件2件と追加補正予算1件、撤回に伴う再上程議案1件）

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

土地利用審査会委員の選任 ○ 〇 〇 〇 〇 ● 〇
可
決

谷本道子（昭和区、1947年生、名古屋女子大学教授、
再再任）小野知洋（東区、1948年生、金城学院大学
教授、再再任）瀬口哲夫（岡崎市、1945年生、名市
大教授、再）杉浦雅樹（尾張旭市、1948年生、市民
経済局長、都市整備公社理事長、新）清水久一（港
区、1949年生、JAなごや理事、新）安立昌子（日進
市、1965年生、不動産鑑定士事務所、新）杉浦宇子
（昭和区、1967年生、弁護士、新）

〇＝賛成 ●＝反対 -＝棄権／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 気：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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（つづき）

人権擁護委員の推薦 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

鈴木加代子（北区、1946年生、環境局理事か
ら名東区長、再）、宮田卓三（中区、1948年
生、精肉店社長、再）、江場哲哉（昭和区、
1942年生、健康福祉局長から福祉施設協会理
事長、再々任）、杉山眞由美（瑞穂区、
1952年生、東亜工業勤務、保護司、新）、末
永徹（中川区、国税局から税理士、保護司、
新）、大水正孝（緑区、1946年生、小学校長、
保護司、新）、梶野智子（緑区、1952年生、
小中学校教諭、民生委員、再）、伊東和子
（天白区、1952年生、三基産業勤務、保護司、
新）、吉戸洋一（南区、1946年生、愛知工業
所社長、再々任）、堀場清美（守山区、
1956年生、再）。

平成22年度名古屋市一般会計補正予算
（第5号）

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 否
決

12億2467万円の補正。子宮頸がん、小児肺炎
球菌、ヒブの予防接種を無料化するもの。国
の補助が決まったので急きょ追加。

名古屋市議会の議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部改正

●
＊
● ● 〇 ● ● 〇 否

決

公明党の要求で、4年後に800万円にする前提
ながら当面79万円を維持（期末手当も本則）
する一方で、活動費をどう保障するかを模索。
そのために第3者機関を設置する。＊日比棄権

３ 継続審査議案（市長提案分） 1件（条例案：1件）

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

平成22年度の名古屋市市民税に係る減
税条例の改正

● ● ○ ● ● ● ○ 否
決10％減税を恒久化するもの。自民が屈服

４ 議員提出議案 8件

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

議員報酬の特例に関する条例の一部を
改正する条例（修正後の採決）

○
＊
◎

◎
＊
●

〇 ○ ●
可
決

特例で第三者機関の設置
＊江口、木下、日比は退席

同上の修正案 ◎
＊
〇

〇
＊
●

〇 ○ ● 可
決

第3者機関の構成で無作為抽出の市民委員の中
に公募委員を加えることができるように修正

議員報酬の額を市民参加・市民公開で
検討し定める条例（共産党提案）

民・自案の修正で1本化 撤
回

公募委員を含めた第三者機関の設置。民主・
自民案と公募委員の考えが違う。

名古屋市市民税減税条例 ● ● ● ◎ ● ● ● 否
決

個人所得割なしは非課税に。法人税減税は均
等割だけ（5万円→5千円）。3年間の時限

名古屋市市民税減税条例 ◎ ● ● ● ● ● ● 否
決

真の庶民減税にするため、法人税減税なし、800
万円以下の人に限る10%減税。1年限り

名古屋市の財政状態を市民に分かりや
すく周知する条例

● △ △ ◎ △ △ △ 保
留財政危機宣言を出す義務を負わせる

議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部改正する条例

◎ ● ● ● ○ ○ ● 否
決

副市長に合わせ、期末手当を0.15月カット。
冨田、杉山が賛成。民主は 後まで賛否をい
わず、議案つぶしに策略。

同上 修正案（自民） ●
＊
●

◎ ● ● ● ●
否
決

期末手当の0.15月カットは今年度限りに
＊９人で提案。民主の7人（梅村邦、梅村麻、
久野、諸隈、奥村、吉田伸、近澤）が賛成

同上 修正案（公明） ● ● ● ◎ ● ● ○ 否
決

市長にすり寄り800万円に合わせるために期末
手当をカット。のりたけが賛成

◎＝提案者 〇＝賛成 △＝継続 ●＝反対 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
▲＝保留に反対 社：社民党・ローカルパーティ 気：新会派気魄 ク：民主党クラブ
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（つづき）

５ 議員提出議案（継続審査案件） 1件

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

名古屋市住民投票条例の制定 △ △ △ △ △ △ ▲
保
留審議が煮詰まらず、意見一致に至らず

◎＝提案者 〇＝賛成 △＝継続 ●＝反対 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
▲＝保留に反対 社：社民党・ローカルパーティ 気：新会派気魄 ク：民主党クラブ



内需拡大に逆行、経済を冷え込ます

【江上議員】理由の第一は、2年連続で、一般職

の給与引き下げで年間合計約56万円、1か月分以

上の給与引き下げで、ますます景気低迷に拍車を

かけるからです。

委員会の論議では、政令市で 大の引き下げで、

民間給与が、この地域では厳しかったことを示し

ていると人事委員会は答弁しています。2年連続

で民間給与がこの地域で際立って低いことに対し、

市長として、景気回復、暮らしを守る施策を進め

ることができなかった責任があります。ところが、

市長は、私の質問の答弁で、「民間企業は、もの

すごい競争の中で、安月給で賄い、雇用も守られ

ない境遇だから、公務員の皆さんにも大変申し訳

ないが、一肌脱いでもらいたい」というだけで、

景気回復できていないことに反省もありません。

私は、大企業がこの1年だけでも11兆円増やし

ている内部留保金を取り崩して、賃金や中小企業

の仕事単価を上げるよう大企業に社会的責任を求

めることを提案しましたが、市長は、「自由経済

なので、できない」と答弁しました。自由経済で

もルールある経済は当然です。市長は、職員には

一肌脱いでもらいたいと言いながら、なぜ、大企

業に一肌脱いでもらいたい、社会的責任を求める、

といえないのでしょうか。

景気回復のためには、大企業にモノを言う政治

を市長も進めることです。

内需拡大に逆行、経済を冷え込ます

第二は、5月臨時会で、人事委員会勧告を無視

した絵与削減を行いましたが、それを上回る削減

で、結局、勧告を無視した行為を追認することに

なるからです。

市民税10％減税は、市長マニフェストに反して、

金持ち・大企業減税で、財源を福祉・市民サービ

ス削減で行っています。結局、金持ち・大企業減

税のために、一般職給与を引き下げることになり

ます。

内需拡大に逆行、経済を冷え込ます

第三は、人事委員会の答弁でも、民間で、公務

員給与を参考にしているところがあることを認め

ているのに、市長は、公務員給与が下がると民間

の給与も下がる事実を認めようとしないことです。

その悪循環を断ち切る姿勢が必要ではありません

か。

一般職の給与引き下げをやめ、士気を高め、市

民サービス向上となるよう求め討論を終わります。
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職員の給与引き下げに反対する討論(11月30日)

景気を冷え込ませる異常で大幅な職員給与の引き下
げは許されない

江上博之 議員

2010年各都市の勧告内

都市名
官民較差

民間給与
金額（円） 率（％）

札幌市 155 0.04 384,533円

仙台市 -568 ▲ 0.14 399,567円

千葉市 -635 ▲ 0.15 415,690円

さいたま市 -1,179 ▲ 0.28 412,537円

川崎市 -706 ▲ 0.17 404,279円

横浜市 -3,262 ▲ 0.80 404,976円

相模原市 -4,620 ▲ 1.12 408,970円

新潟市 -528 ▲ 0.15 361,531円

静岡市 -4,832 ▲ 1.19 400,861円

浜松市 -871 ▲ 0.23 373,826円

名古屋市 -9,604 ▲ 2.35 398,632円

京都市 -110 ▲ 0.03 408,299円

大阪市 -1,486 ▲ 0.35 423,609円

堺市 -1,119 ▲ 0.28 398,476円

神戸市 -203 ▲ 0.05 434,042円

岡山市 368 0.09 401,450円

広島市 -749 ▲ 0.17 428,675円

北九州市 -904 ▲ 0.21 420,789円

福岡市 -1,463 ▲ 0.34 424,127円

愛知県 3,181 0.78 411,937円

国 -757 ▲ 0.19 394,909円

職員の給与に関する条例の一部改正
についての反対討論



【江上議員】日本共産党名古屋市議団を代表して

反対討論を行います。

市立城西病院は、1936年、地元耕地整理組合の

寄付などで土地購入され、開設されました。それ

以来70有余年、地域医療の核として住民の安心を

支えてきました。

現在、医師や看護師不足、低診療報酬が病院運

営の赤字の原因となっています。しかし、地域で

は、安心してかかれる病院として信頼され、地元

医師会からも連携した医療ができると評価されて

います。赤字の問題は、国と名古屋市の責任であ

り、地域の皆さんに実情を明らかにし、地域の皆

さんとともに国や関係者に要望し再建に取り組む

ことこそ求められています。特に、「高齢者にや

さしい病院」として、まだ、昨年3月に発表され

たばかりの「名古屋市立病院改革プラン」におい

ても2011年度にベッド数120にするとはいえ、存

続が決まっていました。この点でも、住民の健康、

予防、医療、介護など名古屋市の施策の医療部門

として重要な位置にあります。

ところが、昨年9月7日、「名古屋市立病院のあ

り方を考える有識者会議」の席上、一部委員から、

民間譲渡の話がだされ、そのあとすぐ、河村市長

が、譲渡の姿勢を明らかにしたことから、地域住

民を無視して民間譲渡が決まり、今回の提案とな

りました。

以下、反対理由を述べます。

第1に、高齢者にやさしい病院として、これから

も重要な位置づけがされて

いたにもかかわらず、名古屋市当局が、公立病院

の役割はなくなったとして廃止することは、認め

られないからです。

第2に、今回の病院用地の4割は、戦前、当時の

耕地整理組合などの寄付29600円をもとに購入さ

れたものです。それだけに、わが町のわが病院と

いう思いがあり、売却にあたり、地元の理解納得

が必要であるにもかかわらず、丁寧な説明がなさ

れていないからです。

第3に、売却後10年たったら、病院を廃止し、

転売することも可能になるからです。審議の中で、

通常の契約条項であると回答していますが、10年

で売却することを認めていいのでしょうか。地元

にとって、思い入れのある土地であり、貸し付け

るという方法もあるではありませんか。考え直す

べきです。

以上、市立城西病院廃止に反対し、討論を終わ

ります。
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病院会計補正予算に反対の討論(2010年12月8日)

地域住民が寄付した資金をもとにつくられ、親しま
れている城西病院を市民の願いに反し売却すること
は認められない 江上博之 議員

平成22年度名古屋市城西病院会計補
正予算（第1号）について

①昭和10年5月旭耕地整理組合より取得

②昭和19年5月地元の地権者延べ27人よ

り取得

③昭和49年3月名古屋市健康保険組合よ

り取得



【山口議員】私は、日本共産党市議団を代表して、

第141号議案すなわち市長提案の「名古屋市議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例」について反対の立場から討

論を行います。

反対理由の第一は、議員報酬の削減と議員活動費

の公費負担拡大が、事実上セットの条例であり、

政務調査費の第二報酬化の懸念が消えず、新たな

浪費拡大となるおそれが強いからです。

事務所費や後援会活動などのいわゆる議員活動に

ついて、市長は「基本は寄付」と言ってきたのに、

今回突然、厳しく使途が限定されている政務調査

費を「議員活動に活用できないか」と言い出し、

「議員経費のあり方の検討」と称して、公費負担

の拡大を検討するというのです。

政務調査費も含め二千数百万円の議員報酬は高す

ぎる、と批判していた市長が、今度は公費で議員

活動を保証してはどうか、と言い出す。あなたの

報酬半減！に拍手した市民も戸惑っています。

この条例案は、ハッキリ言って「わしに賛成する

のなら公費で議員活動の面倒もみましょうか？」

と言わんばかりの条例です。到底、容認すること

はできません。

反対理由の第二は、今回の条例案もこれまで同様、

政治ボランティア化という河村市長の特異な考え

方を議会に押しつけるものだからです。憲法の定

めた二元代表制の原則を乱暴に踏みにじる条例を

認めるわけにはいきません。

反対理由の第三は、市民参加の第三者機関を設置

するとしながら、その役割を議員報酬の額を定め

ることではなく、段階的な引き下げ方法の検討に

限定している点です。

この点、先程、一部修正のうえ成立した「議員報

酬の特例に関する条例の一部改正」の条例では、

無作為抽出により選ばれた市民「等」により構成

される検討会議で、議会基本条例に則り、議員の

職務や責任等も考慮した適正な報酬額そのものに

ついて検討するとしています。

市長の結論先に有りきではなく、報酬額そのもの

を市民参加で検討するほうが、はるかに民主的で

民意を反映する方法ではありませんか。

今後はすみやかに、議会各会派及び市民の様々な

意見を出し合って、第三者機関の場で、議員報酬

の引き下げに向けた検討を開始すべきです。わが

党は、民意を正面から受けとめて、あらためて議

論の一つのたたき台として、報酬の半減八百万円

への引き下げを検討するよう呼びかけます。

市長さん、議員報酬については、市民を信用して

検討会議の議論に委ねましょう。あなたは議会の

問題にこれ以上、首を突っ込まず、市民のくらし

と営業を守る仕事、市長としての職務に専念され

ることを心から呼びかけて、討論を終わります。
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議員報酬半減案への反対討論(2010年12月8日)

公費で議員活動の面倒をみるのか
山口きよあき 議員

議員報酬及び費用弁償等に関する条
例の一部を改正する条例について
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請願・陳情審査の結果（2010年9月～2010年11月の委員会審査と12月9日本会議）
請願新規分（9月定例会で受理され、11月議会開会までの委員会で審議されたもの。11月議会で受理された請願は、2月議会で採決さ

れます。ただし保留や打ち切りになったものは本会議での採決は行われません。）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成22年
第7号

本市における化製場等に関す
る法律第9条第1項に基づく動
物の飼養又は収容のための許
可を必要とする区域の見なお
しを求める請願

港区住民

動物の飼養又は収容のための許可を
必要とする区域に指定されていない
地域の状況を早急に調査し、指定区
域の見直しを

○ ○ ○ ○ - - - 採
択

財福
2010.
10.14

平成22年
第8号

学童保育制度の拡充を求める
請願

名古屋市学童保
育連絡協議会

1 学童保育制度の拡充を
（1）市の責任で土地の確保を

審議前は不採択の構え
だった与党も選挙間際
のためか、保留に転換

保
留

教子
2010.
11.10

（2）障害児受入加算を一人ごとに

（3）指導員の経験加給の助成を

平成22年
第9号

住民によって明確に示された
住民意思を尊重し、国家政策
に反映させることを政府に求
める意見書提出に関する請願

あいち沖縄会議
住民によって明確に示された住民意
思を十分に尊重し、国家政策に反映
させること

採択を求めましたが
保留に

保
留

総環
2010.
10.21

請願保留分（9月議会以前に保留となっていた請願。委員会の日付は 終審議日。9月以降の審議はありませんでした）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成19年
第16号

アレルギー疾患、特にアトピー
性皮膚炎を学校病に指定する
ことを求める意見書提出に関
する請願

新日本婦人の会
愛知県本部

アレルギー疾患、特にアトピー性皮
膚炎を学校病に指定を

保
留

教子
2010.
9.3

平成19年
第18号

30人以下学級の実現を求める
請願

新日本婦人の会
愛知県本部

1 名古屋市立の小・中・高校に30人
以下学級の計画的な実施を 保

留

教子
2010.
9.32 各学級には常勤の教員配置を

平成19年
第22号

守山市民病院の縮小再編計画
の見直しと充実を求める請願

地域医療を考え
守山市民病院を
守る会

3 救急医療体制を充実させる 保
留

財福
2010.
7.27

平成19年
第28号

障害児保育の充実を求める請
願

名古屋市公立保
育園父母の会

1 保育所入所中に障害認定を受けた
３歳未満児の障害児保育を

保
留

教子
2010.
9.3

平成20年
第1号

75歳以上の高齢者に対する新
たな福祉制度を求める請願

愛知県社会保障
推進協議会

後期高齢者医療制度の対象者に対し、
保険料軽減措置に相当する市独自の
新たな福祉制度を

保
留

財福
2010.
7.27

平成20年
第２号

すべての障害を持つ子の行き
届いた教育の実現を求める請
願

障害児教育の充
実を願う会

1 市の知的障害特別支援学校新設を

保
留

教子
2010.
9.3

2 市立の肢体不自由特別支援学校の
早急な新設を

3 普通学級に在籍する発達障害の子
どものための教育条件整備を

4 現状の特別支援学級を継続・充実
し、障害種別に応じた特別支援学
級の設置を

5 医療ケアが必要な子どものため、
看護師を別枠定数で正規採用を

6 小学校・中学校・高等学校の30人
以下学級を早急に実現を

平成20年
第7号

後期高齢者医療制度を選択し
ない65歳以上の障害者に対す
る医療費助成の継続を求める
請願

愛知県障害者
(児)の生活と権
利を守る連絡協
議会

後期高齢者医療制度を選択しない障
害者も医療費助成制度の対象に

保
留

財福
2010.
7.27

〇＝賛成 ●＝反対 -＝委員会に議席なし ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 氣：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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継続審査 続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成20年
第8号

行き届いた名古屋の学校
教育の実現を求める請願

名古屋市学校事務
職員労働組合

2 愛知県に働きかけつつ、正規職員
の充実を図る

保
留

教子
2010.
9.3

平成20年
第17号

障害者授産施設の直営存
続と障害者施策の拡充を
求める請願

障害者施策の充実
をすすめる会

4 自立支援法での契約になじまない
障害者施策の体系の整備を 保

留

財福
2010.
7.275 (3)親亡き後の高齢者施策等につな

げるシステムの具体化を

平成20年
第18号

介護保険制度の抜本的改
善・充実及び後廟高齢者
医療制度の廃止を求める
請願

介護の充実を求め
る会愛知連絡会

2 特別養護老人ホーム等の基盤整備
を進め、待機者の解消を

保
留

財福
2010.
7.27

平成20年
第21号

障害児保育の充実を求め
る請願

名古屋市公立保育
園父母の会

2 実態に応じて加配保育士をつけ、
保育時間を制限しない

保
留

教子
2010.
9.3

平成20年
第25号

短歌会館の存続を求める
請願

新日本婦人の会中
支部

短歌会館を存続させる 保
留

経水
2010.
9.6

平成21年
第1号

若松寮の公立施設として
の存続を求める請願

名古屋市若松寮を
守る会

若松寮に指定管理者制度を導入しな
い。若松寮を民営化しない。

保
留

教子
2010.
9.3

平成21年
第9号

学童保育制度の拡充を求
める請願

名古屋市学童保育
連絡協議会

1 (2)障害のある子どもに必要な施設・
設備を整える施策を実施する

保
留

教子
2010.
9.3

平成21年
第10号

妊婦健診費用の補助を求
める意見書提出に関する
請願

新日本婦人の会愛
知県本部

1 妊婦健診14回分の無料化を平成
23年度以降も継続する 保

留

教子
2010.
9.32 産後の健診1回分を無料にする

平成21年
第11号

子育て支援に係る公の施
設利用に関する請願

新日本婦人の会愛
知県本部

子育てサークルのスポーツセンター
や生涯学習センター、女性会館など
の使用料を無料に

保
留

教子
2010.
9.3

平成21年
第16号

障害者（児）福祉の拡充
を求める請願

愛知県障害者（児）
の生活と権利を守
る連絡協議会

2 応益負担による地域生活支援事業
の利用料を廃止する

保
留

財福
2010.
7.27

3 障害者自立支援法を廃止し、障が
い者総合福祉法を制定する意見書
の提出を

平成21年
第21号

障害児保育の充実を求め
る請願

名古屋市公立保育
園父母の会

1 ３歳児未満の障害児が、十分な体
制の下で保育を受けられるように

保
留

教子
2010.
9.3

平成21年
第22号

公的保育制度の堅持を求
める請願

天白区住民

3 保育料を値下げする

保
留

教子
2010.
9.3

（2)送迎用の車が停められる駐車場
の確保を

（3)園舎のトイレを改修し、園庭の
水はけが良くなるように老朽化対
策を

6(1)学童保育とトワイライトスクー
ル事業を統合しない。放課後子ど
もプランモデル事業を実施する際
は事前に地元の学童保育所の同意
を

7(1)一時保育実施園を増やす

（3)ニーズの高い地域に休日保育実
施園を設置する

（4)育休あけ・産休あけ入所予約の
実施園を増やす

（6)ア 障害児の認定の年齢枠を撤
廃し、希望者が入所できるよう人
的配置及び財政的支援をする

〇＝賛成 ●＝反対 ◆＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 氣：新会派氣魄 ク：民主党クラブ
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新規請願 続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成21年
第24号

安心して子どもを産み
育てられるよう保育の
公的責任の堅持と保育・
学童保育施策の拡充を
求める請願

愛知保育団体連
絡協議会

1 認可保育所の整備で待機児童解消を

保
留

教子
2010.
9.3（後段）一時保育や休日保育などを公

立保育所でも実施を

平成21年
第26号

子どもたちが健やかに
育つために北区内の市
立保育園の延長保育実
施園、一時保育実施
園及び子育て支援セン
ター事業実施園の拡充
を求める請願

北区住民

1 西味鋺保育園と大野保育園の延長保育
を早急に実施を

保
留

教子
2010.
9.3

2 北区の市立保育園で一時保育事業・子
育て支援センター事業の早急な実施を

平成21年
第31号

汐見が丘保育園を公立
で建て替えることと緑
区の待機児童をなくす
ことを求める請願

汐見が丘保育園
を守る会

1 (2)保育要求の高い地域に、新設の保
育所をつくる

保
留

教子
2010.
9.3

平成21年
第32号

国民健康保険と高齢者
医療の改善を求める請
願

名古屋の国保と
高齢者医療をよ
くする市民の会

3 保険料減免制度及び一部負担金減免制
度を拡充する

保
留

財福
2010.
7.27

平成22年
第1号

障害者自立支援法の利
用料の応益負担、報酬
の日額払い方式に係る
国への意見書提出に関
する請願

福保労東海地本

新法制定までの措置として、障害者自立
支援法の利用料の応益負担を応能負担に、
報酬の日額払い方式を月額払い方式に変
更する意見書を

保
留

財福
2010.
7.27

平成22年
第2号

民間保育所運営費国庫
負担金の一般財源化に
反対する意見書提出に
関する請願

福保労東海地本
民間保育所運営費国庫負担金の一般財源
化に断固反対する意見書を

保
留

教子
2010.
9.3

平成22年
第5号

市長の品位の保持と議
場の品位の回復を求め
る請願

名古屋市会を傍
聴する市民の会

1 市長は議会中に品位を欠いた不規則な
発言を行って議事を妨げない

保
留

総環
2010.
7.292 名古屋市のトップという自覚を持って、

自らが損なった議場の品位を回復する

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 氣：新会派氣魄 ク：民主党クラブ
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11月定例会には下記の請願・陳情が受理されました。審議は12～2月の閉会中委員会で行われます。

◆請願

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第10号

平成22年

11月26日

子どもたちの豊かな保育所

生活と保護者の就労等を保

障する保育施策の拡充を求

める請願

名古屋市公立保育園

父母の会（17,177名）

梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江

上博之 山口清明 くれまつ順子 かとう

典子 田口一登（以上共産） とみた勝ぞ

う（社民） 杉山ひとし（気魄）

子どもは未来の宝である。どの子どもも平等に愛され、幸せに生きる権利がある。しかし、格差と貧困の広がりの中で、

子どもたちの育ちに関する多くの不安や、子育てのしにくさを感じている保護者は少なくない。すべての子どもたちの生き

る権利と保護者の就労等を保障するために、私たちは保育施策の拡充を求める。

平成12年度から始まった公立保育所での3歳未満児の定員超過入所の制度は、今年度で10年目を迎えた。平成21年度には

3歳児の定員超過入所も実施された。しかし、国が定めた保育所認可のための 低基準は、遊戯室の床面積を含むものであ

り、この基準内でこれ以上の定員超過入所を実施することは困難と考えられ、公立保育所を含めた認可保育所の新設が必要

である。

延長保育事業は、公立保育所全体の2分の1に当たる65か所で実施されている。昨今の経済状況の中で、人員削減のあおり

を受け、残業したり、仕事を持ち帰り自宅でせざるを得ない保護者が多数いる。また、二重保育や兄弟だけでの留守番等で

しのいでいる世帯もある。公立保育所がセーフティネットとしての役割を果たすためには、公立保育所での特別保育事業の

実施は、必要不可欠と考える。

病児・病後児保育を実施する保育所等は、全市に8か所しかないため、事前登録や数日前からの事前利用予約が必要な現

状では、現実的に利用できる人は限られてしまう。また、休日保育については、保護者の働き方の多様化に伴い、年々利用

者が増えており、必要とする時は誰でも利用できるように休日保育を実施する保育所を増やすことが求められる。

昭和49年に公立保育所での障害児保育が制度化されて以来、保育所入所を希望する障害児は増えており、昨年度の同時期

と比べて50名近く増加した。平成22年4月1日現在、公立保育所122か所中118か所で469名、民間保育所164か所中112か所で

333名の障害児が入所しており、入所希望者も年々増加している。保育所は、健常児と障害児が共に過ごすことができ、互

いに理解し合って育ち、人格形成に必要な社会性を育てていく空間として、統合保育の中で集団生活になじむ障害児にとっ

て重要な居場所となっていることを考えると、今以上の障害児入所枠の拡大が求められている。

私たち名古屋市公立保育園父母の会は、子どもたちの豊かな保育所生活と保護者の就労等を 大限保障するために保育施

策の拡充を願っている。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 待機児童解消のためには、これ以上の定員超過入所で対応するのではなく、公立保育所を含めた認可保育所の新設で対

応すること。

2 すべての公立保育所で、延長保育事業を早急に実施すること。

3 病児・病後児保育、休日保育事業を実施する保育所を増やすこと。

4 障害児入所枠をより一層拡大すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第11号

平成22年

12月6日

公的保育制度の堅持を求め

る請願
天白区住民（17,780名）

梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江

上博之 山口清明 くれまつ順子 かとう

典子 田口一登（以上共産）

天白区の保育所には、子育て支援の取組みの日が設けられている。その日には子育て支援を求める親子が保育所にあふれ、

各保育所は保護者の求めに応じて様々な支援を実践しているが、延長保育、障害児保育、休日・年末保育、一時保育、病児・

病後児保育等をより充実してほしいといった保育制度に対する要望は後を絶たない。一方、学童保育所は、親の就労を支援

するとともに子どもに適切な遊びと生活の場を与えるところであり、なくてはならないところである。しかしながら、保育

請願・陳情 １１月議会に受理されたもの
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に対する公的な責任や財政保障が著しく後退しているため、子育ての要である保育所・学童保育所は、現在の水準を守る

ことが困難になってきており、今年度は、保育所の待機児童も大幅に増加している。

ついては、未来を担う子どもたちが安全で健やかに育つ環境や地域づくりのため、次の事項の実現をお願いする。

1 これ以上の公立保育所の廃止・民営化を絶対にやめること。また、営利企業の参入を絶対に認めないこと。2 現在の

保育の質を保つために公私間格差是正制度を守ること。

3 保育料を値上げしないこと。

4 給食は子どもたちの心身の成長にとって欠かすことができない大切なものであることから、離乳食、アレルギー食を作

るなど、子どもたち一人一人の発達に責任をもって対応するために、正規職員が作る給食を守ること。

5 安全な保育環境の維持のために予算を充実させること。

（1）待機児童の解消は、これ以上の超過入所や認定子ども園で対応するのではなく、認可保育所の増設で対応すること。

（2）送迎時の子どもの安全を守り、また地域の理解を得るためにも、駐車場を確保すること。

（3）園舎のトイレを改修し、園庭の水はけが良くなるように老朽化対策をすること。

6 学童保育所を守り、さらに発展させること。

（1）学童保育所の土地を市が責任を持って確保すること。

（2）障害児受入加算を一律ではなく、一人ごとにすること。

（3）学童保育指導員の経験加給助成を新設すること。

7 保護者の厳しさを増す労働実態を把握し、安心して働くことができるように保育制度を充実させること。

（1）育休明け・産休明け入所予約事業実施園を増やすこと。

（2）病後児保育を各保育所で実施できるように条件整備をすること。

（3）天白区内に休日保育実施園を設置すること。

（4）保護者の就労実態に合わせて、公立保育所の午後7時30分までの延長保育実施園を増やすこと。

（5）実態に合わせて障害児保育を充実させること。

ア 障害児の認定において年齢枠を撤廃すること。また入所希望者が入所できるように人的配置及び財政的支援をする

こと。

イ あけぼの学園の建替えをすること。

ウ 市に高等養護学校を新設すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第12号

平成22年

12月6日

矢田川花火大会の再開に関

する請願

NPO法人新しく矢田

川花火を進める会

（6,891名）

服部将也 吉田隆一（以上民主） 岡地

邦夫 渡辺義郎（以上自民） 長谷川由

美子（公明）

愛知県、特に三河地方はもともと花火の製造が盛んな地域であったが、愛知県を代表するような花火大会はなかった。

そこで、新しい名古屋の納涼景物をつくりだそうという意気込みで、1964年8月1日に第1回大会が開催された。これが、矢

田川「花火大会の始まりである。第1回大会には50万人に上る見物客が訪れ、大盛況を得た。

1989年8月5日に開催された矢田川花火大会は、東海ラジオ放送創立30周年記念事業として盛大に開催された。以降矢田

川花火大会は、毎年8月第1週の土曜日に開催されてきたが、2005年に開催された愛知万博の影響で警備体制が整えられな

いことを理由として花火大会は休止に至った。

そして、2006年には、警備、違法駐車、ごみ問題等を理由として、以後、矢田川花火大会を開催しないことが決定され

た。しかし、地元の有志らには花火大会を復活させたいという強い希望があり、2007年12月24日には規模を縮小して花火

大会を開催し、2008年12月23日には第2回大会を開催した。

夏の風物詩として地元名古屋市民に親しまれてきた矢田川花火大会は、毎年8月に北区の三階橋付近から新川中橋付近の

河川敷において行われ、全国選抜名古屋大花火として、全国的にも評価の高い花火大会であった。

現在の疲弊した経済の中で、地元住民が結束して大会を盛り上げることは、名古屋市の夏の一大イベントとなり、疲弊

した経済が元気を取り戻す起爆剤になることは疑う余地もない。

矢田川花火大会の目的は、名古屋市内外の人々に楽しんでもらうとともに、わが街名古屋の意識高揚を図ることにある。

トヨタショックによる不景気を吹き飛ばそうと、地元には花火大会の再開に向けた強い熱意があり、地域活性化意識を喚

起する起爆剤になればと考えている。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 名古屋市として、矢田川花火大会の再開に向けての支援を行うこと。
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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第13号

平成22年

12月6日

私立高校生に対する

授業料補助の拡充

を求める請願

愛知私学助成

をすすめる会

梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上博之 山口清

明 くれまつ順子 かとう典子 田口一登（以上共産） お

かどめ繁広 岡本やすひろ 小川としゆき 久野浩平 斎

藤まこと ちかざわ昌行 中島理恵 橋本ひろき 服部将

也 日比健太郎 安井伸治 山田昌弘（以上民主） 岡本

善博 工藤彰三 中里高之 成田たかゆき 坂野公壽

藤沢忠将 ふじた和秀 前田有一（以上自民） 加藤武

夫（公明） 杉山ひとし（気魄）

子どもと教育の危機が叫ばれるようになって久しくなる。それだけに、大人社会の役割、とりわけ、学校教育と教育行

政の責務は重大である。子ども一人一人に寄り添い、つながりながら、子どもが安心して豊かに育っことのできる土壌を

つくらなければならない。

生徒が主体的に学び、生きるために、愛知県の私立学校では、学校、家庭、地域・市民が連携を取りながら、「世の中、

人生、人々とクロスする」ことを焦点として、独自性を活かした多彩な教育を進めてきた。昨年は「ドーム祭典」に9万人

が参加し、愛知サマーセミナーの約1400の講座に5万人が参加した。これらのことに象徴されるように、愛知県は全国各界

から教育改革の先進地として注目されているのである。

名古屋市の授業料補助制度が、教育の機会均等の理念に基づき、公私間格差を解消するために創設されたことはご承知

のとおりである。市会議員や市民の理解を得て、名古屋市は全国で唯一この原則に基づき、昭和48年に名古屋市私立高等

学校及び私立幼稚園授業料補助に関する条例を制定し、独自の授業料補助制度を構築してきた。

現在、愛知県では高校生の3人に1人が、特に名古屋市では高校生の約50％に当たる3万3000人が私立高等学校で学んでお

り、私立高等学校は公立高等学校とともに公教育の重要な役割を担っている。それにもかかわらず、学費の公私間格差は

依然として極めて大きく、平成21年度の初年度納付金を見ても、私立高等学校は約64万5000円で、公立高等学校のおよそ

5．2倍になっている。そのため、昨今の不況も重なって父母の学費負担はますます過重なものとなり、私立学校を自発的

に選択できる市民層は、ごく一部に限られてしまっている。

こうした状況の中で、今年度から公立高等学校の授業料無償化が始まったが、私立高校生の場合には11万8800円の就学

支援金が支給されることとなり、特に年収350万円以下の世帯には17万8200円の就学支援金が、年収250万円以下の世帯に

は23万7600円の就学支援金が支給されることとなった。

ところが、愛知県では、年収840万円以下の世帯の場合、これまで実施していた授業料補助の金額が就学支援金の金額よ

りも高額であったにもかかわらず、愛知県の財政が極度に悪化していることを理由に授業料補助の金額を大幅に縮小した。

年収350万円未満の世帯を対象とする甲区分では、入学金や授業料以外の月納金を除く授業料が実質無償化されたが、年収

610万円未満の世帯を対象とする乙1や、年収840万円未満の世帯を対象とする乙2の区分については、予算編成の 終盤で

ようやく支給総額を2万4000円増額することが決まった。国の就学支援金を理由として、地方公共団体独自の授業料補助が

縮小・撤廃されるならば、父母の学費負担の公私間格差はますます開き、私立高等学校を自発的に選択できなくなってし

まう。

名古屋市では、平成21年度までは授業料補助として、愛知県の補助対象から外れた年収830万円から950万円の世帯に7万

5000円が、年収950万円から1120万円の世帯には4万2000円が支給されてきた。これらは、愛知県の乙2の区分に対応し、そ

の2分の1、3分の1という基準によって金額が算定されてきたものである。しかし、愛知県において授業料補助の金額の

終決定が遅れたことで、平成22年度予算では名古屋市の授業料補助はこの基準を下回った金額となってしまい、市県民税

の所得割額が29万8500円未満の世帯は、年額7万5000円から2万円に、市県民税の所得割額が29万8500円から38万8500円の

世帯は、4万2000円から1万2000円に授業料補助が大幅に減額された。このことは、条例の第1条に規定されている教育の機

会均等の理念を大幅に後退させることに他ならず、納得できるものではない。

公立高等学校の授業料が無償化された今、名古屋市として、すべての子どもが親の所得にかかわらず、等しく教育を受

ける権利を保障するために、どれだけの所得の世帯にどれだけの金額の補助が必要なのか、新たな補助方式を前向きに検

討してほしい。少なくとも、来年度予算では、市県民税の所得割額が29万8500円未満の世帯については、乙2区分の基準の

2分の1、29万8500円以上38万8500円未満の世帯については、乙2区分の基準の3分の1というこれまでの基準どおりの支給を

するよう、強く要望するものである。

私たちの願いは、憲法や教育基本法に基づき、すべての子どもが、親の所得にかかわらず、等しく教育を受ける権利を

保障してもらうことであり、その焦点は、公教育、特に後期中等教育に関して 大の不平等である父母の学費負担の公私

間格差をなくし、教育の公平を図ることにある。これまで、名古屋市の授業料補助制度をめぐっては様々な議論があった

が、そのたびに名古屋市は教育の機会均等という確固とした理念に基づき原点に立ち返り、30年以上にわたって制度を充
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実させてきた。

ついては、名古屋市がこれまでと同じように教育の機会均等の精神に基づき、先導的な役割を果たすよう、次の事項の

実現をお願いする。

1 授業料が無償化された公立高等学校との格差を是正するために、名古屋市私立高等学校及び私立幼稚園授業料補助に

関する条例にうたわれている教育の機会均等の理念に基づき、平成23年度予算において、私立高校生に対する名古屋市独

自の授業料補助制度の見直しを検討すること。

2 少なくとも、平成21年度まで堅持してきた、愛知県独自の授業料補助の乙2区分の比率に基づいて補助金額を算定する

方式を復活し、名古屋市の授業料補助の金額を増額すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第14号

平成22年

12月6日

安心して子どもを産み育てられるよう

保育の公的責任の堅持と保育・学童

保育施策の拡充を求める請願

愛知保育団体

連 絡 協 議 会

（267,631名）

梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生

江上博之 山口清明 くれまつ順子

かとう典子 田口一登（以上共産）

未来を生きる子どもは、私たち大人の、そして社会の希望である。どの子どもにも無条件で愛され、より良い保育を受

け、幸せに生きる権利がある。しかし今、格差と貧困の広がりの中で、子どもの育ちが脅かされている。社会の責任にお

いて、すべての子どもの権利を平等に保障する施策の実行が、私たち大人には求められているのではないだろうか。

2008年4月1日から施行されているなごや子ども条例に続き、今年度から市は、なごや子ども・子育てわくわくプランを

スタートさせこ、子どもの健やかな育ちと若者の自立を社会全体で支えるまちを目指している。

その一方で、相変わらず保育所の待機児童が増え続けているという現状がある。民間保育所の新設や、定員超過入所な

どにより、保育所の入所枠は昨年度より610人も増えた。しかし、4月1日現在の待機児童数は598人であり、昨年の595人

と比べて増加する結果となった。これは、子育てをしながら働く女性の増加に対して保育所の整備がもともと追いついて

いないところに、生活苦や生活不安から働きたい保護者が増加したことが原因と考えられる。就労保障と経済安定は暮ら

しの土台であり、待機児童の解消は急務である。

公立と民間の保育所がともに力を合わせてその内容を充実・発展させてきたことは、名古屋の保育の誇るべき歴史であ

る。どの子どもにも等しく保育が保障されるための民間社会福祉施設運営費補給金制度のもと、保育所は子どもに毎日の

幸せな生活を保障し、保護者の暮らしを支えている。さらに保育所はそこに通う子どもを保育し、その保護者を支援する

だけではなく、地域における子育て支援の中心的役割も担っている。

学童保育所は、保護者の就労と子どもの放課後の生活を保障する場として大切な役割を果たしている。2010年度から補

助金が増額、または維持されたものの、公的責任において保育を実施するという状況にはほど遠い実態がある。保育を必

要とするすべての子どもが保育所で連続した保育を受けられるよう、保護者の負担を抜本的に軽減するための施策の改善

が必要である。

現在、国の子ども・子育て新システム検討会議において、子どもと子育てを社会全体で支援する仕組みが検討されてお

り、現在の保育所と幼稚園の制度を廃止し、新制度へ移行することについて議論がされている。しかし、今必要とされて

いることは制度の変更ではなく、現に大きな役割を果たしている保育所や学童保育所をより一層充実させ、その機能を強

化することではないだろうか。児童福祉法では、「すべて児童は、ひとしくその生活が保障され、愛護されなければなら

ない。」と定められている。′子どもの権利を 優先にするならば、国と地方公共団体に保育の実施責任があること、保

育所の 低基準を定めて守ること、保育所の経費を公費で負担することなどの公的責任を明確にした現行保育制度を基本

とし、保護者が安心して預けられるよう保育所を充実させるべきである。

ついては、安心して子どもを産み育てられるという基本的立場から、子どもたちの人権を尊重し、その健やかな育ちを

大限保障し得る保育・学童保育施療が速やかに実施されるよう、次の事項の実現をお願いする。

1 貴議会が、児童福祉法に基づく現行の保育制度を堅持することを求める意見書を提出するなど、国に働きかけること。

2 認可保育所を整備し、待機児童を解消すること。

3 営利企業の保育所への参入を認めないこと。

4 公立保育所をなくさないこと。また、一時保育や休日保育など市民ニーズの高い事業を公立保育所でも実施すること。

5 民間社会福祉施設運営費補給金制度を堅持・拡充すること。

6 保育所の給食については、外部搬入・業務委託ではなく、自園調理で行うこと。

7 地域の子育て支援の役割が果たせるよう、保育所の予算を増額すること。

8 時間で区切る二段階保育料を導入しないこと。また、満18歳未満の子どもを養育する世帯の第3子以降を対象にした

2歳児までの保育料無料化を継続実施すること。

9 学童保育施策を助成制度から委託制度にし、児童数が10人以下でも学童保育所として認可すること。
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請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第15号

平成22年

12月6日

国民健康保険と高齢者医療

の改善を求める請願

名古屋の国保と

高齢者医療をよ

くする市民の会

梅原紀美子 わしの恵子 さとう典生 江上

博之 山口清明 くれまつ順子 かとう典子

田口一登（以上共産） とみた勝ぞう（社民）

深刻な経済危機が市民の雇用と暮らしを直撃している。名古屋市の国民健康保険制度は、全国に誇れる優れた制度と言

われてきたが、現在の保険料は、政令指定都市の中でも高い部類に入り、医療費の窓口負担が10割となる資格証明書の発

行も急激に増えている。

名古屋市は2008年度から、未納分の一部と葬祭費や出産育児一時金等の費用を上乗せして、保険料を大幅に引き上げた

が、今年はさらに保険料が大幅に上がる人が続出した。これは、保険料算定のもととなる国民健康保険加入者からの市民

税収入が、不況や減税等の影響により減少したためと考えられるが、このような場合には、加入者の負担増ではなく、一

般会計の繰入れ等で対応し、保険料が上がることのないようにするべきである。

国民健康保険は、中小業者、高齢者、非正規労働者や無職の若者等、他の医療保険に入れない人が 後に入る医療保険、

すなわち医療のセーフティネットであり、憲法に基づいて国民の命と健康を支えるかけがいのない社会保障制度である。

保険料が払えないために無保険状態に置かれ、命を落としたり、受診が遅れて病気を悪化させることがあってはならない。

私たちは、国民健康保険制度と高齢者医療の改善のため、次の事項の実現をお願いする。

1 国民健康保険料を、一人平均年額1万円以上引き下げること。

2 国民健康保険の資格証明書、短期保険証の発行をやめること。

3 国民健康保険料の減免制度及び一部負担金減免制度を拡充すること。

4 70歳以上の高齢者の医療費自己負担をなくすこと。

5 名古屋市国民健康保険運営協議会に公募枠の委員を加えること。

6 国民健康保険に対する国庫負担を引き上げるよう国に要望すること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第16号

平成22年

12月6日

名古屋市中区栄四丁目13番

の場外舟券売場の設置に反

対する請願

愛知県医師会

おくむら文洋 加藤一登 諸隈修身（以上民

主） 岡本善博 工藤彰三 東郷哲也 中田

ちづこ 丹羽ひろし 堀場章（以上自民） 江

口文雄 加藤武夫 こんばのぶお 田辺雄一

林孝則 ひざわ孝彦（以上公明）

私たちは、名古屋市中区栄四丁目及びその周辺において病院等の医療施設を開設している。

栄四丁目は、江戸時代より武平町という地名で、医者が多く集まり、医者の町として有名な地区である。また、愛知県

医師会館も栄四丁目にある。

今回、栄四丁目13番において場外舟券売場の設置計画が進められているが、ここに場外舟券売場が設置されれば、賭博

場である場外舟券売場の雰囲気が伝播し、周辺地域に悪影響を及ぼすおそれが高い。また、広範な地域から多数の人々が

来集することにより、周辺地域の通行に支障を来すほか、不法駐車が増加することも考えられ、医療施設に入院ないし通

院する方々の精神面や生活環境に悪影響を及ぼすおそれもある。このような懸念から、本年9月と11月に、愛知県医師会は、

名古屋市医師会、名古屋市中区、医師会、名古屋市中区歯科医師会、愛知県中薬剤師会と共に、国土交通省に対し、栄四

丁目の場外舟券売場の設置に反対する要望書を提出した。

愛知県医師会は今後、法的措置を講ずることも視野に入れつつ、当該地における場外舟券売場の設置に反対する。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 名古屋市中区栄四丁目13番における場外舟券売場の設置に同意しないこと。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第17号

平成22年

12月6日

名古屋市中区栄四丁目13番

の場外舟券売場の設置に反

対する請願

名古屋市中区

栄学区子ども会

加藤一登（民主） 中田ちづこ（自民） 江口

文雄（公明）

名古屋市中区栄四丁目13番において、場外舟券売場の設置計画が進められているが、私たち名古屋市中区栄学区子ども

会は、この計画に強く反対する。

この地域には、個人医院が数多くあり、場外舟券売場のような賭博場が設置されると、子どもたちが病院へ通院するの
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に、賭博場である場外舟券売場の前を通らなければならず、子どもたちに大変な悪影響を及ぼすとともに、青少年の健全

育成にも問題がある。

また、子どもたちの通学に支障が生ずることや、不法駐車が増加すること等が予想され、生活環境に悪影響を及ぼすこ

とは明らかである。さらに、賭博に負けた人たちが子どもたちに暴力を振るう可能性も否定できず、子どもたちを危険に

さらすことになる場外舟券売場の設置には強い憤りを感じる。

私たちは、この地域の安全安心な子どもたちの生活を脅かし、健全な子どもたちの心身の成長を阻害する場外舟券売場

の設置に反対する。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 名古屋市中区栄四丁目13番における場外舟券売場の設置に同意しないこと。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

平成22年

第18号

平成22年

12月6日

名古屋市中区栄四丁目13番の場外

舟券売場の設置に反対する請願

学校法人名古屋安

達学園

加藤一登（民主） 中田ちづこ章

（自民） こんばのぶお（公明）

名古屋市中区栄四丁目13番において、場外舟券売場の設置計画が進められているが、私たちは栄四丁目及び五丁目に所

在する専門学校7校全体として、この計画に強く反対する。

この地域には、多数の専門学校があり、多くの生徒たちが将来に希望を持ち、自らの意思で学業等を学びに来ているが、

ここに場外舟券売場が設置されると、環境の悪化、風紀の乱れが心配される。また、心身共に未熟な生徒たちにとって、

場外舟券売場は強い誘惑となることが懸念され、本来、学業を中心として学びに来ている生徒たちが、場外舟券売場のよ

うな賭博場に通いつめたり、巻き込まれなくてもいい問題に巻き込まれたりする可能性も否定できない。生徒たちに大変

な悪影響を及ぼすおそれがあり、青少年の健全育成にも問題のある場外舟券売場の設置には、強い憤りを感じる。

私たちは、この地域の専門学校に通う生徒たちの安全安心な生活や、健全な心身の成長を阻害するおそれのある場外舟

券売場の設置に強く反対する。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 名古屋市中区栄四丁目13番における場外舟券売場の設置に同意しないこと。

◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第11号

平成22年

11月26日

地元住民の理解を得られない火葬場

建設の取りやめを求める陳情
茶屋町内会

平成15年6月、私ども茶屋町内の東茶屋三丁目における市の第2斎場建設計画が新聞発表された。その後市は、平成15年

8月と12月に、地元である茶屋町内の住民を対象として、説明会を4回開催した。その際市の担当者は、出席した住民の質

問に対し、毎回「火葬場建設に当たっては、地元の皆さんの理解を得て行う」と発言していた。私ども茶屋町内の住民の

みを前にして、市はそう約束したのである。当然のことだが、この説明会に出席している地元住民は、私ども茶屋町内の

住民だけであり、私どもは、南陽学区の住民を代表して参加したわけではない。

市は、 近になって火葬場建設については、南陽学区において一定の理解が得られたことから、地元の茶屋町内におい

ても理解が得られたと拡大解釈をしているが、それは間違いである。私ども茶屋町内は、南陽学区から火葬場建設につい

て理解を求められたことはないし、当然、火葬場建設を容認したこともない。むしろ、市が学区連絡協議会と協定書を取

り交わした当時の茶屋町内会長である学区連絡協議会長に対し、茶屋町内の理解を得るよう何度も要請したが、受け入れ

られず、無視されたのである。学区連絡協議会と市の間で取り交わされた火葬場建設の協定書は、本当の地元である茶屋

町内を無視し、一部区画整理推進者によって推し進められた偏った内容のものである。

私ども茶屋町内は無理難題を言っているのではない。市が説明会で約束した、「火葬場建設に当たっては、地元の皆さ

んの理解を得て行う」という約束を確実に実行してかち火葬場の建設を進めてほしい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 市は、火葬場建設を進めたいのであれば、一刻も早く地元茶屋町内の住民の理解を得ること。地元住民の理解が得ら

れない場合には、火葬場建設を取りやめにすること。



日本共産党をはじめ各会派から提案された10件の意見書案、および北朝鮮の砲撃事件に絡み緊急に提出

された意見書案1件、計11件について、議会運営委員会理事会で協議が行われ、７案件が適切な修正や調

整を行って共同提案の合意が得られ、12月8日に議決しました。日本共産党の3件はいずれも否決でした。

《採択された意見書》

外来生物対策に関する意見書

野生生物本来の移動能力を超えて、意図的・非意図的に国外や国内の他の地域から導入された外来種が、

地域固有の生態系に対する大きな脅威となり、近年、世界的な問題となっている。

我が国では、平成17年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（特定外来生物

法）」が施行され、侵略的な外来種97種類を特定外来生物に指定し、栽培や輸入を規制しており、平成

19年に閣議決定された第三次生物多様性国家戦略においては、外来種の存在を、生物多様性の危機の一つ

として位置づけている。また、ことし10月に本市において開催されたＣＯＰ10のサイドイベントでは、日

本の外来種問題とその対応について情報発信することにより、適切な外来生物対策が豊かな生態系の保全

につながることへの理解促進を国内外へ図ったところである。

しかしながら、外来種の存在の実態が把握できていないことや、地域を越えて移動する外来種に対して、

一つの地方公共団体の取り組みでは不十分といった課題がある。また、既に飼われている外来生物を野外

に放すケースも見受けられ、国民への一層の周知、啓発が必要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、国内の生態系を破壊する外来種を規制するため、次の事

項を実現するよう強く要望する。
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意見書・決議（2010年11月）

意見書案に対する各会派の態度（議会運営委員会に提出された意見書案）

意 見 書 案
原案
提出

結果
各会派の態度

共産 民主 自民 公明

外来生物対策こ関する意見書(案) 民主 可決 ○ ○ ○ 修正

鉱業法の改正に関する意見書（案） 民主 可決 ○ ○ ○ ○

国家公務員宿舎名城住宅跡地における中国総領事館移転に関する
意見書（案）

自民 否決 ● △ ○ ●

幼保一体化の実現に関する意見書（案） 自民 可決 修正 ○ ○ 修正

地方経済の活性化策に関する意見書（案） 公明 可決 修正 ○ ○ ○

切れ目ない中小企嚢支援及び金融支援策に関する意見書（案） 公明 可決 修正 ○ ○ ○

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型総合対策に関する意見書（案） 公明 可決 修正 ○ △ ○

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）に関する意見書（案） 共産 否決 ○ △ ● ●

国民健康保険制度の広域化に関する意見書（案） 共産 否決 ○ ● ● ●

企業・団体献金の禁止に関する意見書（案） 共産 否決 ○ ● ● ○

北朝鮮の韓国への砲撃に抗議する決議(案) 議運 可決 修正 ○ ○ ○

ゴチック字は可決された意見書 議運に提案された段階での態度 ○＝賛成 ●＝反対 △＝検討
●が１つでもあれば議案として本会議に上程されません。
共産：日本共産党 民主：民主党 自民：自民党 公明:公明党



１ 外来生物の生態、被害、利用に係る幅広い情報の収集・整備を行うとともに、生態系等に係る影響を

評価する手法を確立すること。

２ 効果的・効率的な防除の実施に係る手法・体制の構築など、広く国民に周知できるよう普及啓発を推

進すること。

鉱業法の改正に関する意見書

現在、地方公共団体においては、自然環境の保全や希少動物の保護、河川はんらんやゲリラ豪雨に対す

る防災など様々な施策を展開し、努力を重ねている。

しかしながら、昭和25年に戦後の産業復興のため、地下資源を優先的に活用することを目的として制定

された鉱業法は、自然との共生や防災を目指す現在の社会的要請に著しく相反する内容となっている。

日進市を源流として名古屋市に流れ込む天白川の流域は、昭和34年の伊勢湾台風や平成12年の東海豪雨

により甚大な被害を受けているが、近年その上流部において鉱業法による開発申請がなされるなど、地域

住民の不安が高まっている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、鉱業法を環境や防災に配慮したものとするとともに、開

発許可の申請について関係市町との事前協議を義務づけるなど、実情に即した法律改正を検討するよう強

く要望する。

幼保一体化に関する意見書

幼稚園が定員割れになる一方、保育所の待機児童はふえ続けており、幼稚園と保育所の幼児教育・保育

のニーズに対応するため、認定こども園制度が平成18年10月から開始されたが、あまり普及が進んでいな

いのが現状である。

政府は、幼保一体化を実現するため、文部科学省と厚生労働省で縦割りになっている補助金給付を統一

した幼保一体給付（仮称）を実施すること等により、幼稚園・保育所・認定こども園の垣根を取り払い、

幼児教育と保育をともに提供するこども園（仮称）に一体化する方針を示した。平成25年度からの実現を

目指し、来年の通常国会に関連法案を提出する予定である。

しかしながら、幼稚園と保育所では必要とされる設備が違い、こども園（仮称）に一体化した場合に均

一な幼児教育と保育をどのように提供するのかといった道筋も示されていないため、現場の戸惑いも多く、

また、すぐれた幼児教育などの幼稚園のよさが失われる等の懸念の声もある。とりわけ、本市のような大

都市部においては、幼稚園・保育園の歴史的な背景もかんがみ、それぞれの制度を併存させるなど柔軟に

対応していくことが望まれる。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、幼保一体化については、拙速な結論を避け、慎重に審議

するとともに、地方公共団体及び関係者からの意見を十分に考慮するよう強く要望する。

地方経済の活性化策に関する意見書

地方の経済・雇用は依然として極めて厳しい環境に置かれ、地域間格差もますます拡大している。今必

要なことは、地域で仕事を生み出すことであり、その上で雇用の維持・創出や失業者支援を強力に推進し、

地方経済の活性化を図らなければならない。

しかしながら、第176回国会に提出された補正予算案は、このような地方の厳しい状況を十分に勘案し

たものとは言えず不十分であり、自治体が思い切った対策を打てるよう、より大胆な支援を行うべきであ

る。

地方では、真に必要な公共事業の推進や中小企業支援施策の強化、農商工連携の促進、観光振興の拡充

など、地域の実情に応じた経済対策が求められている。

特に学校・公共施設の老朽化・耐震化対策や橋梁・上下水道などの改修等は住民生活を守る上でも、積
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極的に進めていく必要がある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、地域に即した事業支援による地方経済の活性化策を速や

かに実施するため、次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 地域活性化交付金を含め、自治体に対する予算を大幅に拡充すること。

２ 厳しい雇用状況の中で自治体における雇用創出をより一層推進できるよう、重点分野雇用創造事業の

要件緩和などの拡充策を講ずること。

３ 老朽化した学校施設等の社会資本の再生整備を推進するため、老朽施設改造工事に係る国庫補助の拡

充などの財政的支援を含めた対策を図ること。

切れ目ない中小企業支援及び金融支援策に関する意見書

現在、中小企業を取り巻く環境は消費の低迷、デフレに伴う低価格競争、急激な円高など、依然として

厳しい状況が続いている。

こうした中、緊急保証制度と中小企業金融円滑化法は平成22年度末で期限切れを迎えるが、企業にとっ

て も重要な資金繰り支援を打ち切ることで資金が困窮すれば、事業が衰退し雇用に影響する。また、成

長分野に取り組む中小企業支援を進めることは雇用促進にとって重要であり、年末・年度末の中小企業の

資金繰りに万全を期す必要がある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、切れ目のない中小企業支援及び金融支援策を早急に決定・

実施するため、次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 中小企業の資金繰り支援策として、平成22年度末で期限切れとなる緊急保証制度と中小企業金融円滑

化法を延長し、保証枠を拡大すること。

２ 成長分野の事業に取り組もうとする中小企業を支援するため、官民ファンド（株式会社産業革新機構）

を有効に活用し、リスクマネーの提供を積極的に行うこと。

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型総合対策に関する意見書

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ－Ⅰ）は、致死率の高い「成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）」や、

進行性の歩行・排尿障害を伴う「ＨＴＬＶ－Ⅰ関連脊髄症（ＨＡＭ）」等を引き起こす。このウイルスの

国内感染者は100万人以上と推定され、毎年1000人以上がＡＴＬで命を落とし、ＨＡＭ発症者は激痛や両

足麻痺、排尿障害に苦しんでいるが、いまだに根本的な治療法は確立されていない。

現在の感染経路は、主に母乳を介しての母子感染であり、妊婦健康診査時にＨＴＬＶ－Ⅰ抗体検査を実

施し、陽性の妊婦に授乳指導を行うことで、効果的に感染拡大を防止することが可能だが、こうした取り

組みは、一部の地方公共団体に限られている。

厚生労働省は通知を改正し、ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体検査を妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加し公費負

担の対象とできるようにしたが、感染の拡大を防止し、感染者及び発症者を支援するため、相談体制の充

実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正しい知識の普及啓発等の

総合的な対策の推進が不可欠である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型総合対策を推進するため、

次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。

２ ＨＴＬＶ－Ⅰ母子感染対策協議会の全都道府県設置を着実に進めるなど、全国すべての自治体で、検

査、保健指導・カウンセリング、相談・支援体制の整備・充実が図られるよう、必要な施策を推進す

ること。

３ 発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。

４ 国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
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北朝鮮の韓国への砲撃に抗議する決議

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は、11月23日に、韓国西方の黄海に浮かぶ延坪島に対して砲撃を行っ

た。同国は、韓国軍による領海侵犯を主張し、今後も同様の軍事的対応を行う可能性がある旨の声明を発

表している。

韓国と北朝鮮の間では、昨年の11月にも艦艇による銃撃戦が行われるなど、緊張状態が続いているが、

今回の砲撃は一般市民が居住している地域に向けて行われており、非人道的な暴挙である。また、韓国軍

を初め、民間人にも死傷者が出ており、攻撃とそれによる被害は非常に深刻な事態である。

このような北朝鮮の行為は、韓国のみならず、我が国を含めた北東アジア全体の平和と安全を脅かすも

のであり、断じて許すことはできない。

よって、名古屋市会は、恒久平和を実現し、市民の生命と財産を守る立場から、北朝鮮の韓国への砲撃

に厳重に抗議するとともに、今後同様の行為を行わないよう強く求めるものである。

以上、決議する。

《日本共産党提で採択されなかった意見書》

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ)に関する意見書案

政府は、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）について、「関係国との協議を開始する」と明記した

「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決定した。

ＴＰＰは、関税を原則撤廃し、農産物の輸入完全自由化をすすめるものであり、これに日本が参加すれば、

農水省の試算では、わが国の食料自給率は４０％から１４％へと激減し、関連産業も含めて３４０万人の

雇用が失われるとされている。ＴＰＰへの参加は、農業と地域経済に深刻な打撃を与え、“おいしい日本

のお米を食べたい”という消費者の願いにも反し、国民の食の安全と安定的な食料供給を大きく脅かすこ

とは明らかである。

農産物の関税撤廃は世界のすう勢ではない。農産物の平均関税率はＥＵ２０％、アルゼンチン３３％、

ブラジル３５％などと高く、アメリカも乳製品や砂糖の輸入規制を続けている。日本はすでに平均１２％

まで関税を下げており、「世界で も開かれた国」の一つになっている。自国の食料のあり方は、その国

で決めるという食料主権を保障する貿易ルールこそが、日本にも、国際社会にも求められている。

よって名古屋市会は、国会及び政府に対し、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）に参加しないよう

強く要望する。

国民健康保険制度の「広域化」に関する意見書案

厚生労働省は、後期高齢者医療制度に代わる新しい高齢者医療制度の検討の中で、国民健康保険につい

て全年齢を対象に期限を決めて、全国一律で都道府県単位に「広域化」する方針を明らかにした。

厚労省は、国民健康保険の「広域化」に当たって、保険料の算定方法を法令で定め、都道府県単位の運

営主体において、一般会計からの繰り入れを行う必要が生じない仕組みとするとしている。国民健康保険

では、多くの市町村は住民の保険料負担を軽減するために一般会計から財源を繰り入れており、繰り入れ

をなくせば、医療費の増加が保険料の引き上げに直結し、保険料がいっそう高騰することは明らかである。

しかも、市町村が独自に実施している保険料の減免制度も、後期高齢者医療制度における広域連合での運

営のように否定されることになりかねない。

いま、国民健康保険制度に求められるのは、国庫負担を引き上げ､その割合を2008年度の24％から198

4年の50%に戻すことである。そして、保険料を引き下げ、国民が支払える保険料にすることである。

よって、名古屋市会は国会及び政府に対し、国民保険制度の「広域化」を断念するとともに、国民健康
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保険会計全体に占める国庫負担割合を50％に引き上げるよう強く要望する。

企業・団体献金の禁止に関する意見書(案)

政治資金をめぐり国会議員に重大な疑惑が生じても、国会における説明責任すら十分に果たされない異

常な事態が続き、国民の政治不信を招いている。

そもそも「政治とカネ」の問題による政治腐敗事件の多くが、政治家をめぐる企業・団体献金に起因し

ていることは明らかである。しかも企業・団体献金の禁止を約束しながら実行されていないことが、国民

の政治不信をさらに広げている。

現行の政治資金規正法では、企業や団体による政治家個人への献金を禁じているが、政党やその支部に

いったん献金し、政治家の資金管理団体などにまわす迂回献金の抜け道も残されたままである。

よって名古屋市会は、国会及び政府に対し、政治への国民の信頼を取り戻すために、速やかに、企業・

団体献金を全面的に禁止するよう強く要望する。
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港湾経営会社をどのように設立させるのか

【わしの議員】国は、我が国港湾の国際競争力強

化を図るため、公設民営の考え方のもと、港湾の

経営に関する業務に民の視点を取り込み、港湾の

一体経営を実現する制度を創設するため、港湾法

の改正を予定しています。港湾法の改正は、来年

の通常国会で審議されると聞くが、港湾法が改正

されると、これまでの港湾業務のあり方の何が変

わるのか、名港管理組合としての考え方を具体的

にお尋ねします。

第１に、港湾経営会社をどのように設立させる

のか。

公共性の確保も踏まえ、適切な対応をしていく必
要がある

【企画調整室長】改正予定の港湾法で規定される

港湾経営会社は、本年8月末の国の「平成23年度

港湾局関係概算要求概要」で基本的な枠組みは示

されたが、詳細は明らかでない。

港湾経営会社は、港湾管理業務の一部を担うも

のと考えら、設立する場合は、公共性の確保も踏

まえ、適切な対応をしていく必要がある。

港湾経営の民営化で港湾管理者の役割はどう変わ
るのか

【わしの議員】第２に、港湾管理者である名港管

理組合の役割がどのように変わるのか。

経営的な業務の一部を港湾経営会社が担うことに
なる

【企画調整室長】港湾経営会社を設立した場合、

経営会社に対して国や港湾管理者の行政財産の貸

付を行うことや、施設使用許可の権限等を与える

ことなどが基本的な枠組みとして示されている。

港湾経営の民営化で、これまで港湾管理者が行っ

ていた経営的な業務の一部を港湾経営会社が担っ

ていくことになり、これを除く港湾整備や管理業

務等について港湾管理者が引き続き担っていく。

現時点で港湾経営会社の制度が確定しているわ

けではない。

公共性や安全性の確保はどこで対応するのか、自
治体港湾の基本原則は変わらないのか

【わしの議員】第３に、港湾経営の民営化が行わ
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れるならば、疑問と不安は計り知れません。

１点目は、港の防災機能を民間で担えるのか、

市民の憩いの場としての港づくりが利益 優先で

できるのかということです。

２点目は、港湾の運営や経営に議会のチェック

が働かなくなり、営利追求で効率優先になるので

はないかと危惧するものです。公共性や安全性の

確保はどうなるのか。

以上の２点については、どこで対応することに

なるのかについてもお答えください。

３点目は、港湾管理の在り方について、民間と

してどこまで任せることができるのか自治体港湾

の基本原則は変わらないのか。お尋ねします。

本港にとって一番よい方向となるよう検討する

【企画調整室長】港湾経営会社は、港湾経営に関

する業務を一元的に担い、民の視点による港湾の

一体経営をするとされている。このため、港の防

災機能や憩いの場としての港づくりは、引き続き

港湾管理者が担っていく。

現時点における法改正の基本的な枠組みでは、

国や港湾管理者は、港湾経営会社の指定や監督を

行うこととされ、港湾経営会社における一定の公

共性の確保がされている。

今後の本港の管理運営のあり方に係る大変重要

な問題であり、本組合や港湾経営会社の役割、民

の視点による港湾の一体経営について、本港にとっ

て一番よい方向となるよう、検討を進めていく。

大企業にとって使い勝手がよければいいのか

【わしの議員】第４に、民営化を進める背景につ

いては名古屋港がハイパー中枢港に選定されなかっ

たが、選定港と同じように国からの支援を受ける

ためには、国際競争に負けると危機感をことさら

強調して、規制緩和、コスト削減をすすめるのが

目的ではないのか。それはつまり、 大の荷主で

ある大企業にとって、自由に安く使い勝手のよい

名古屋港になればそれで良いと考えられているの

ではないか。その方向での港湾法の改正を先取り

した議論は進めるべきではないと考えますがいか

がでしょうか、お答えください。

事前に議論、検討することは大変重要

【企画調整室長】本港が、中部圏のものづくり産

業を物流面で支え、地域の発展に貢献していくた

めには、本港の国際競争力を維持・強化していく

ことが重要であり、そのため、引き続き港湾サー

ビス向上やコスト低減に努めていく必要がある。

港湾法改正に速やかに対応するためにも事前に議

論、検討していくことは本港や地域の発展にとっ

て大変重要である。

民営化より、関係者と意見交換しながら名古屋港
の発展ビジョンを持つべき

【わしの議員】第５に、名古屋港が国際戦略港湾

に選定されなかったが、今度は国際バルク戦略港

湾に選定されるために、輸入原料から付加価値を

創造し、全国へ配送する国内産業ハブ拠点の形成

を図る。そのため船舶の大型化への対応及び食糧

コンビナート群、資料工場の段階的な移転集約も

視野に入れた施策の展開を提案されています。そ

して、政府が参加を検討している「例外なき関税

撤廃」を原則とする環太平洋パートナーシップ協

定（ＴＰＰ）への参加を前提にしていると、先回

の国際競争力強化特別委員会にて資料が提示され

ました。

愛知県は、ＴＰＰに参加した場合、県内の農業

生産額は940億円（26％）減少するとの試算を明

らかにしました。また、日本の食糧自給率は現在

の40％から14％に急落するといわれています。Ｔ

ＰＰはアメリカの戦略にそって関税自主権を放棄

するものであり、日本の農業を破壊するものと言

わざるを得ません。

かつて主食のトウモロコシの自由化で打撃をう

けた後に価格が高騰し、消費者も生産者も大打撃

をうけたメキシコの例をご存知でしょうか。名古

屋港が国際バルク戦略港湾に選定されるために、

愛知ばかりでなく日本の農業が破壊されてもやむ

をえないとお考えですか、お答えください。

グローバルロジスティクスの中枢拠点の港へ

【企画調整室長】学識者、利用者、住民、NPO等

で構成する委員会での検討やパブリックインボル

名古屋市政資料№169 (2010年11月定例会）

- 56 -



ブメントの幅広い意見を踏まえながら、本港の長

期構想「名古屋港の針路」を策定している。グロー

バルロジスティクスにおける中枢拠点の港を目指

し、高い国際競争力を持ち、利用しやすい港づく

りを進めていくなど、将来の展開方向を示してお

り、港湾経営の民営化は、その実現に向けた具体

的な方策の一つ。

自治体港として独自の発展方向をもつべき（意見）

【わしの議員】港湾経営の民営化についてですが、

港の防災機能、市民の憩いの場としての港づくり、

港湾の運営についての公共性や安全性の確保につ

いては、「管理者として引き続き対応し、公共性

の担保をしていく」という答弁がありました。

それでは名港管理組合の職員の身分、待遇はど

うなるのかと危惧しますが、少なくとも、現在働

いておられる職員の方々の身分、待遇をまもるよ

うに強く要望をするものです。

また、港湾経営の民営化に対する答弁をお聞き

して、そんな方向性でいいのか疑問を感じます。

民営化は港を大企業に支配されるということでは

ないですか。

さらに、答弁では、「本港の国際バルク戦略港

湾の提案は、ＴＰＰへの参加を前提にしているわ

けではありません」と言われましたが、先日の国

際競争力強化特別委員会にて提示された資料には、

ＴＰＰへの参加を前提にしたものになっていたと

しか思えません。（資料は返却ということで手元

には残っておりませんが・・・）

改めていいます。国際バルク戦略港湾に選定さ

れるために、日本の農業を破壊するＴＰＰへの参

加を前提にするのは大問題です。日本経団連など

は、「乗り遅れるな」などと煽りたてていますが、

この「恩恵」を享受するのは自動車・電機などの

一部の輸出大企業だけです。一部の輸出大企業の

ために、日本農業を破壊し、国民生活に多大な犠

牲を負わせることは問題です。

国や大企業の言いなりになって民営化を進める

のではなく、これまでのように港湾労働者や地元

業者を大切にしながら運営されてきた名古屋港を、

日本農業と地域経済、県民・市民生活をさらに発

展させていくという自治体港として独自の発展方

向をもつべきです。

管理者は議会を尊重すべき

【わしの議員】この議案は、名古屋港管理組合議

会の議員報酬及を廃止し、費用弁償を実費とする

ものです。名古屋港管理組合議会のあり方検討会

が、今年の３月定例会で設置され、今年中に議員

報酬や費用弁償等について結論を出すという方向

で議論が行われており、これまでに５回の検討会

が開かれています。現在その 中であり、近じか

結論が出されようというときに、管理者が、一方

的にこのような条例提案を行うのは、議会と管理

者のチェックアンドバランスから見ても、管理者

の権限を超えた問題であると考えます。

そこで質問します。名古屋港管理組合議会の議

員報酬や費用弁償のあり方については、管理者は

議長から、「あり方検討会」の設置について文書

で申し入れがされているにもかかわらず、なぜ

「あり方検討会」の結論を待つことができないの

か、議会を尊重すべきだと考えますがお答えくだ

さい。

議会改革を着実かつ速やかに実行しなければなら
ない

【管理者(河村市長）】今年の2月に議会改革に関

する申し入れを行った。しかし議会からはいまだ

原案も示されず、本定例会での条例案の提出に至っ
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た。

議会では、3月に「議会あり方検討会」が設置

され、5月には、「議会改革について、平成22年

内を目途に幅広く検討を行っている」旨の報告は

受けているが、残り1ケ月余りの現時点でも議会

からは原案も示されていない。一方的に推し進め

てきたとの認識はもってない。

あり方検討会で今年中に結論を出すことになって
いる（意見）

【わしの議員】議員報酬、費用弁償についてです

が、管理者の答弁は、「残り１か月余りとなって

も議会からは何も示されない」と言われたが、管

理者が議員報酬・費用弁償についてこのような条

例案を出すことが問題で、管理者の答弁は２元代

表制を否定するもので、憲法の原則からも外れて

いると指摘します。

日本共産党は、現在の名古屋港管理組合議会の

議員報酬については、母体である県議会・市議会

の議員報酬が高すぎることや、年間１０日間とい

う審議日数から見ても速やかに廃止をすべきであ

ると考えます。

費用弁償に関しては、交通費を実費支給し、ま

た、議員の政策提案活動や調査活動などについて

は、領収書を添付して、報告書を義務付けるなど

使用した分だけ支給するという政務調査費にあた

るものを検討すべきと思います。

あり方検討会でも今年中に結論を出されるとい

うことになっていますので、その検討会では、こ

のような議論ができるように私ども日本共産党は

取り組んでまいります。にもかかわらず、先ほど

も言わせていただきましたが、管理者である河村

たかし市長が、議会に対して憲法に保障されてい

る２元代表制を否定して、一方的に議員報酬、費

用弁償のあり方について、口を出すのは間違って

おり、自重すべきであると強く意見を申し上げて

おきます。
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名港議会の本会議中に携帯電話をいじくる山本久樹議員

11月議会の主な議案

件名 説明 結果 態度

一般会計補正予算
補正額11億8,100万円。前年度繰越金、国庫補助事業の内示差に伴う組合債の
増額、国庫支出金の減額。コンテナターミナル内荷さばき地補修など緊急的
に必要な工事費、廃棄物処理施設整備費及び繰上償還に伴う公債費の増額等

可決 ○

基金特別会計補正予算
補正額4億2,450万円。一般会計からの水族館等運営収支差額、水族館の希少
水族の入手に要する経費の積戻金増額、財産収入の減額等

可決 ○

施設運営事業会計補正予算 補正額０。一般会計貸付金返還金の増額 可決 ○

埋立事業会計補正予算 補正額△2億3,286万1千円。一般会計貸付金返還金及び利息の減額 可決 ○

名古屋港管理組合議会の議員の議員
報酬及び費用弁償に関する条例の全
部改正

議会で検討中なのに、一方的に議員報酬と費用弁償を廃止 否決
×

(公明賛成)

特別職の職員の給与等に関する条例
の一部改正

特別職の職員の報酬を引き続き減額 可決 ○

名古屋港管理組合港湾施設条例の一
部改正

鍋田ふ頭コンテナターミナル第3バースにおいて、港湾法54条の3の規定に基
づき岸壁及び荷さばき地を一体的かつ長期的に貸し付ける特定埠頭運営事業
を導入

可決 ○

議員提出案件

件名 説明 結果 態度

名古屋港管理組合議会の議員の議員
報酬の特例に関する条例の制定

議員報酬を減額 可決 ○



友好・親善の具体的内容について

【山口議員】11月4日、名古屋港の弥富ふ頭7号岸

壁に、アメリカ海軍のイージス艦シュウプが入港・

接岸しました。この軍艦は、米海軍の空母リンカー

ンの随伴艦であり、母港はアメリカ西海岸です。

今回の入港目的は、友好・親善と言われています

が、空母リンカーンの作戦行動に伴っての日本寄

港だと考えるのが自然です。友好・親善との入港

目的を港湾管理者は本当に信じているのでしょう

か。

今回、シュウプの乗組員は友好・親善と称して

具体的に何を行ったのですか。

養護施設の慰問等を行った

【港営部長】今回の入港目的である「友好」親善」

の具体的な内容としては、名古屋市内の養護施設

の慰問等を行ったと聞いている。

友好・親善の入港料、入港目的を詐称した場合の
港湾管理者の措置は

【山口議員】友好・親善が目的の今回の入港も、

日米地位協定にもとづくものなのでしょうか。地

位協定では、「合衆国の公の目的で運行されるも

のは入港料を課されない」とあり、入港に要する

費用は日本政府が負担することになっています。

前回の米軍来航の時は福祉施設のボランティアで

した。そのような友好・親善目的で来航した場合

の入港料はどういう扱いなのか、うかがいます。

入港目的を詐称していたと判明した時には港湾

管理者はどんな措置をとるのでしょうか。お答え

ください。

国に損失禰償の請求をする。国からの通告なので
目的は確認されている

【港営部長】入港料は、日米地位協定により米国

には請求できませんが、国に対し損失補償の請求

を行っている。入港目的は国からの通告による寄

港であるので、既に確認されている。

24時間前の情報公開及び四日市港並みの情報公開
を

【山口議員】今回も米軍艦船が入港するとの情報

は、直前まで公表されませんでした。当局からは

「米国領事館から24時間前まで公表しないよう要

請を受けている」という説明が繰り返されていま

すが、港湾管理者の自主的・主体的な判断で積極

的に情報公開すべきです。

米国からの要請は、いつ、誰から、誰に、どん

な形で、どんな内容できたのか、まず明らかにし

てください。

また今回、私ども管理組合議員に対して正式に

情報提供があったのは入港二日前でした。24時間

前という要請があっても、管理組合の自主的な判

断で24時間前よりも早く情報公開することは可能

と理解してよいのでしょうか。

私はしばしば、四日市港の米軍艦船入港対応マ

ニュアルを紹介して、この問題を議論してきまし

た。四日市港のマニュアルでは、入港の打診があっ

た時点、入港より3週間前の時点で必要な情報を

管理組合議員などに伝

え、入港1週間前には広

く県民市民に公表する

ことにしています。

北海道の小樽港や沖

縄の石垣島など、全国

各地で米軍艦船は商業
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米軍艦船の入港について

米軍艦船の入港拒否を／築地ポートタウン計画とガー
デンふ頭周辺開発、本庁舎等の整備計画の進め方

山口清明 議員

弥富ふ頭に停泊中のシュウプ



港へしばしば入港していますが、どこでも反対運

動が起き、また港湾管理者が入港の可否をどう判

断するかが大きな問題となり、マスコミにも報道

されました。

つまり米軍の要請に従うことなく、港湾管理者

の判断で情報を早く広く公開しているのが普通な

のです。この件で、どこかの港で24時間前より早

く情報公開したことで米国から何かクレームがつ

いたとか、その後の港湾運営に支障をきたす様な

ペナルティがあったとか、私は聞いたことがあり

ませんが、どうなのでしょうか。お答えください。

米国からは入港2日前の公表を要請された

【港営部長】名古屋米国領事館より、入港前日が

祝日だったため、入港2日前の公表を要請された。

一般への情報公開は、在日米軍司令部のプレスリ

リースに合わせ、名古屋港のホームページにて公

開しており、東西主要港と比較をしても適切な情

報公開をしている。

非核証明の義務付けを

【山口議員】名古屋港の情報公開に後ろ向きの姿

勢が際立っています。せめて四日市港並みの情報

公開基準を設けるべきではありませんか。

四日市港のマニュアルでは、港湾管理者が米軍

艦船の入港の可否を判断する前提として、核兵器

搭載の有無についても、文書で外務省に照会する

ことになっています。港湾管理者として当然の姿

勢です。

昨年11月に苫小牧市が作成した「米軍艦船等寄

港時の事件・事故等に関する危機管理マニュアル」

では、管理組合が港湾施設使用の可否等を判断す

るうえで、苫小牧市が外務省に対して核兵器搭載

の有無を照会し、核兵器搭載の有無を苫小牧市と

して確認したうえで、その結果を管理組合に連絡

することになっています。

また外務省だけでなく必要に応じて在日公館に

対しても市として核兵器搭載の有無を照会する、

としています。

この点でも名古屋港管理組合の対応はどうでしょ

うか。昨年、ハワイを母港とするイージス艦チョー

シンが入港した時は、口頭とはいえ、愛知県を通

じて外務省に核兵器搭載の有無を照会したとのこ

とでしたが、今回はアメリカ本土を母港とするイー

ジス艦の入港です。必要な非核証明、核兵器は搭

載していないとの証明を求めるのが当然と考えま

すが、どう対応されたのか、お答えください。

あわせてどこの国であれ、少なくとも軍用艦船

の入港に際しては非核証明の提出を義務づけるべ

きであると考えますが、答弁を求めます。

通知があった場合、有無は既に確認されている

【港営部長】我が国は非核三原則を堅持するとし

ており、国から外国艦船の寄港の通知があった場

合には、核兵器の搭載の有無は、既に確認されて

いる。

核兵器搭載の有無を明らかにするよう繰り返し求
めよ（再質問）

【山口議員】養護施設の慰問へ行くのもサプライ

ズで、直前まで秘密にする、そのための入港費用

まで、日本政府の持ち出し。そんな予算があるの

なら、直接、養護施設の福祉予算を増やすべきで

すよ。

やはり軍事行動の一環として、名古屋へ寄港し

たとしか考えられません。

適切に情報公開しているし、東西主要港では、

どこの港も米国の要請通りやっているとの答弁で

した。東西主要港との比較と言いますが、よく調

べてみてください。京浜、東京港はいちばん秘密
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にしていますが、そもそも東京湾には横須賀基地

があり、横浜港にも米軍基地が存在しています。

その横浜でも大桟橋に着岸するような友好親善の

寄港時にはもっと情報公開しています。阪神はど

うか、大阪港でも名古屋港のように抗議行動もよ

くありますが、少なくとも議員には24時間より早

い段階で情報提供されていると聞いています。残

るのは神戸港です。商業港への入港を比較するの

なら、神戸港との違いをどう考えているのか、う

かがいたい。

神戸港は、非核証明書の提出を入港する軍艦に

義務付ける非核神戸方式を採用しています。この

方式を採用して以来、米軍艦船の入港はストップ

しています。入港情報の公開以前に軍艦への対応

そのものがちがうのです。

港湾法の原則は、港湾は地方公共団体＝地方自

治体が管理することにあります。名古屋港は国の

直轄港ではありません。小樽港や石垣島を例に出

しましたが、それらの港については調べもしない。

各港とも、自主的な情報公開の結果、何も不利益

をうけていないということですね。なにかあるな

ら答えてください。

アメリカは、軍艦の入港を求めてくるたびに情

報統制を要請してきています。

だったらせめて港湾管理者も、軍艦の入港が打診

されるたびにくり返し、核兵器搭載の有無を明ら

かにするよう求めるべきではありませんか。

港湾管理者の見解をうかがっておきます。

憲法9条に関する考えが違う。非核三原則を堅持
するといっている

【管理者（河村市長）】山口さんとは憲法9条に

関する考えが違うと思う。

国は非核三原則を堅持するといっているので、

国から寄港の通告があった場合は、すでに核の搭

載の部分は判断されとると考えております。

管理者の資格に欠ける（意見）

【山口議員】管理者の答弁にはほんとうにがっか

りです。コンテナ戦略港湾の選定では、あなたは

国に対して「名古屋港を選定から外すのは八百長

だ」とまで言いました。ところがあなたは、アメ

リカの軍艦が港湾管理者の権限を無視して情報管

制を敷きながら、核兵器搭載の有無も明かさず入

港してくることについては、国の言うことが絶対

だ、と言うだけです。ほんとうに情けない。そん

な姿勢では、名古屋港はなんだかんだ言っても国

には逆らえない、と国に思われるだけじゃないで

すか。憲法9条への態度の問題ではなく、港湾管

理者としての自主性、主体性をここでは問うてい

るのです。管理者の資格に欠けると指摘せざるを

えません。

民間事業者の進出に固執する理由は

【山口議員】築地ポートタウン計画との関連で、

ガーデンふ頭東側東地区の再開発および本庁舎等

の整備事業について、数点うかがいます。

築地口からガーデンふ頭にかけての街づくりを

すすめる築地ポートタウン計画は2007年11月に改

定され、2027年度を長期的な目標年次とする港ま

ちづくりのための指針です。しかし計画の推進と

具体化にあたって、臨港地区は管理組合が、その

他は名古屋市が、と行政機関の縦割りの構図がそ

のまま持ち込まれており、チグハグな進行になる

ことが危惧されています。港区公職者会でも「各

公所の所管ごとではなく、一体的な推進体制の確

立」を、名古屋市にも要望しているところです。

さて、その計画の一角を占めるガーデンふ頭東側

地区、つまりイタリア村跡地の再開発についてう

かがいます。

旧名古屋港イタリア村について、管理組合は、

民間事業者の進出可能性をさぐる努力を重ねてき

たようですが、残念ながら民間事業者の進出は現

時点でもかなり厳しいとの報告が先日の議員総会

でもありました。

しかし今後の取り組みについても「引き続き民

間事業者への意向調査を行う」「事業者の進出し

やすい貸付料の設定や既存施設の撤去・利用転換

など」を進めるとしています。

多額の公費を基盤整備に使う、どうしてそこま

でしながら民間事業者の開発にこだわるのか、私
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にはわかりせん。経済状況も民間活力万能論がふ

りまかれていた時とは全くちがっています。

民間事業者の進出にそこまで固執する理由はな

にか、答えてください。

民間の資金やノウハウを活用する点で有効な手段
の一つ

【総合開発担当部長】ガーデンふ頭は、名古屋港

水族館をはじめとする施設により、地域のにぎわ

いの創出に貢献している。ガーデンふ頭東地区は、

地元をはじめ各方面から更なる賑わいづくりに向

けた開発の要望がある。

昨今の財政状況も勘案し、ガーデンふ頭や地域

の賑わいを創出するために、民間事業者を誘致す

る取組は、民間の資金やノウハウを活用する点で

有効な手段の一つと考えている。

文化ホールの建設を提案する

【山口議員】イタリア村跡地について私は2009年

9月議会で、文化活動の交流拠点として再生させ

よう、と提案し、当局からは「文化活動拠点とし

ての活動も利用方法のひとつとは思います」との

答弁をいただきました。また本庁舎の整備事業が

問題となった2006年11月議会では、港湾会館に代

わるホール建設も提案してきました。

この間、名古屋市内では、厚生年金会館がなく

なり、今年は愛知県の勤労会館も閉鎖されました。

港湾会館をふくめて中規模ホールが三つもなくなっ

ています。

管理組合も他人ごとではありません。金城ふ頭

につくった野外音楽場はたった1年足らずで閉鎖

してしまいました。港湾会館ホールの存続を求め

た私の質問には、金城ふ頭のフットサルスタジア

ムもできるのでホールの代替機能は確保できる、

と答弁しています。港湾会館ホールからフットサ

ルスタジアムに移った利用者はいったい何人いる

のか、聞きたいくらいです。

そこで、あらためてイタリア村跡地に、市民県

民が気軽に集える文化ホールを建設することを提

案します。ガーデンふ頭に多くの市民県民が集い、

また地元の文化活動の拠点となるようなホールを

創ろうじゃありませんか。

金城ふ頭との差別化をはかる上でも、商業やア

ミューズメント施設ではなく、文化活動の拠点こ

そガーデン埠頭にはふさわしいと考えますが、い

かがでしょうか。お答えください。

ガーデンふ頭東地区に求められる機能に合った施
設等の検討を進める

【総合開発担当部長】周辺に名古屋市港文化小劇

場等の類似施設が整備され、旧港湾会館のホール

の利用率が低いから、新港湾会館にはホールは設

置しておりません。

ガーデンふ頭東地区の開発は、意向調査を踏ま

えて、カーデンふ頭東地区に求められる機能に合っ

た施設等の検討を進めたい。

臨港地区の開発は柔軟に

【山口議員】イタリア村跡地は臨港地区ではあり

ますが、必ずしも名古屋港管理組合が全てを仕切っ

て開発する必要はないと私は思います。現に、金

城ふ頭の開発では、わざわざ名古屋市と土地交換

までしています。

臨港地区内でも、交流ゾーンと位置づけた地域

の開発は、名古屋市との一体的な開発なり、適切

な役割分担なりが必要ではないのでしょうか。開

発主体についても柔軟に考えることを併せて提案

しますが、答弁を求めます。

名古屋市とも十分に協議をし、官民一体となって
計画の推進に取組む

【総合開発担当部長】臨港地区の開発は、基本的

には港湾管理者である本組合が主体的に進めてい

くが、ガーデンふ頭のように、親しまれる港づく

りとして、賑わいの創出を図る地域は、都市機能

とも連携し、一体的に開発を進めることは重要な

ことと考える。

ガーデンふ頭の再開発は、本組合と名古屋市と

共同で策定した「築地ポートタウン計画」に基づ

き、地元の住民や企業と行政が連携して情報交換・

意見交換を行っている「港まちづくり連絡会」等

において、開発の適切な役割分担やその主体につ

いても協議をしながら進めてきた。今後は、名古

屋市とも十分に協議し、官民一体となって計画の
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推進に取組みたい。

今後の築地ポートタウン計画の進行管理は誰が黄

任を持つのか（再質問）

【山口議員】「港まちづくり連絡会」で協議しな

がら進めると言われましたが、この連絡会は、昨

年も一昨年も、一度も開かれていないではありま

せんか。ハッキリ言って機能していないんじゃあ

りませんか。

今後、計画の進行管理はいったい誰が責任を持つ

のか、計画の司令塔は誰が担うのか、もう少し具

体的に答えてください。再度うかがいます。

本組合と名古屋市を中心に、官民一体となって進
める

【総合開発担当部長】「港まちづくり連絡会」は

昨年、一昨年と開催されてないが、その都度、地

元の学区連絡協議会等と個別に情報交換や意見交

換を行いながら、開発を進めてきた。「港まちづ

くり連絡会」の今年度中開催を予定しており、本

組合と名古屋市を中心に、官民一体となって進め

ていく。

敷地活用事業の契約及び見通し

【山口議員】私は先の6月議会で、PFI方式による

新庁舎建設運営事業について質問しました。ホテ

ル事業がとん挫し、他の計画とくに旧本庁舎跡地

の関連事業は心配だ、とたずねました。

当局は何と答えていたか、「当初の計画どおり

愛知県に有料老人ホームの申請を行い・・・平成

23年3月の敷地貸付本契約締結に向けて、本年秋

ごろをめどに事業計画を確定できるよう協議を行っ

てまいります」と答えていました。その答弁がま

だ耳に残っているこの11月に先の議員総会では

「介護保険適用の特定施設に選定されなかった」

と報告がありました。

選定から外れたのは2年連続と聞いています。

施設のめどが立たなくても予定通り、土地の貸付

契約は結ばれるのでしょうか。

また旧港湾会館敷地活用事業も、当初計画の分

譲マンションを３棟建てる計画は厳しくなり、当

面は駐車場として活用するとの報告でした。ここ

も予定通りに土地の売払い契約は結ばれるのでしょ

うか。

６月議会の答弁とあまりにも見通しがちがうの

ではありませんか。答えてください。

リーマンショックはあるが予定通り平成23年3月
に契約を締結する予定

【総合開発担当部長】住友林業㈱が複合施設及び

分譲マンションの整備を行うとして平成20年3月

に仮契約を締結している。旧本庁舎敷地活用事業

は、有料老人ホームが本年度特定施設の申請を行っ

たものの選定を受けることが出来なかったため、

来年度に改めて申請し選定を受け、平成24年度中

の完成を目指す。旧港湾会館敷地活用事業も、景

気の動向を見ながら分譲マンションの整備を進め

る。

住友林業㈱は、整備のスケジュールに変更はあ

るが当初予定の整備を進めるとしており、本組合

も、仮契約締結後のリーマンショックにより大き

く変化した経済状況等を鑑み、整備を進めていく

ことを認めていく。敷地の貸付け及び売払いの契

約については、予定通り平成23年3月に契約を締

結する予定です。

責任の所在及び違約金について

【山口議員】結局、PFI事業及びその関連事業は、

何一つ当初の計画どおり進んでいません。この責

任は誰がどう取るのでしょうか。ホテル計画では

今年12月31日までにSPCの責任で新たな事業者を

誘致してくることになっていますが、その見通し

も暗い。新たな事業者の誘致を断念した時の違約

金はいくらになるのか、あわせて答えてください。

新規事業者を誘致できないと、SPCは敷地貸付料
の12ケ月分（約940万円）の違約金

【総合開発担当当部長】民間施設敷地活用事業は、

平成20年12月にホテル事業を予定していたルート

インジャパン㈱との敷地貸付仮契約を解除したた

め、平成21年1月よりSPCが新規事業者の誘致を行っ
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ている。支援期間は、平成21年12月までの1年間

でしたが、SPCからの申入れを受け、リーマンショッ

ク以降の厳しい経済情勢やSPCの事業意欲を考慮

し、支援期間を更に1年間に限って延長した。

具体的な進出の見通しは立っていないが、SPC

は、本年12月米まで新規事業者を鋭意誘致してい

くとしており、本組合としても、SPCをサポート

していきたい。新規事業者を誘致できない場合は、

SPCに敷地貸付料の12ケ月分、約940万円の違約金

の支払いの義務が生じる。

本庁舎の管理運営及び事業スキームへの影響につ
いて

【山口議員】PFI事業にもとづくSPCとの契約は

25年の長きに渡りますが、これからも経済情勢の

大きな変動はいくつもあるでしょう。その間、管

理組合は、ずっとSPCその中核である住友林業の

経営状態を心配しながらこの新庁舎を使い続ける

ことになるのでしょうか。今回の一連の計画破た

んが、本庁舎の管理運営に、そして事業全体のス

キームに悪影響を与えることはないのか、うかがっ

ておきます。

旧本庁舎跡地の貸付事業や旧港湾会館の敷地売

払い事業は、どちらも築地ポートタウン構想の一

角を占めています。とりわけ本庁舎跡地の複合施

設には商業施設の入居も予定されていますが、そ

の計画が予定通り進むかどうかは、一方でイタリ

ア村跡地の再開発がどうなるかにも大きく影響を

受けます。

ホテル計画予定地は旧イタリア村の東地区とポー

トビルや水族館の真ん中、ガーデンふ頭の中心で

あり、ここをどうするかは、ガーデンふ頭全体の

グランドデザインをどう描くかともおおいに関係

してきます。それぞれがバラバラに進められては

困ります。

大きな影響を与えることはない

【総合開発担当当部長】旧本庁舎及び旧港湾会館

の敷地活用事業は、ガーデンふ頭の魅力向上を図

るとともに港まちづくりを推進するため、本庁舎

及び港湾会館の建設・維持管理を行うPFI事業と

一体的に募集したが、リスクを分離するため、SP

Cではなく住友林業㈱と直接契約をするものです。

SPCは、プロジェクトファイナンスで資金調達

を行うことで、SPC代表企業の住友林業㈱への遡

及は限定的であり、融資金融機関がSPCの経営状

況について常に監視を行っているので、敷地活用

事業が本庁舎の管理運営及び事業スキームに大き

な影響を与えることはない。

ガーデンふ頭全体整備及び築地ポートタウン計画
の一体的、計画的な進め方について

【山口議員】ガーデンふ頭の全体整備との関連で、

旧イタリア村の再開発事業と本庁舎整備に関わる

関連事業をどう一体的に進行させていくのか。

また臨港地区か否かで機会的に縦割りにせず、

ポートタウン計画をどう一体的、計画的にまちづ

くり・にぎわいづくりを進めていくのか、名古屋

市を含めてその進行管理を担う司令塔は誰なのか、

答弁を求めます。

「港まちづくり連絡会」の意見を聞きながら一体
的に進める

【総合開発担当当部長】「築地ポートタウン計画」

は、臨港地区だけでなく、背後の築地地区のうち、

梅ノ木線までの都市機能とも一体となった総合的

な計画です。ガーデンふ頭東地区の開発と敷地活

用事業は、ガーデンふ頭の魅力向上を図るととも

に港まちづくりを推進するために、ポートタウン

計画に基づき求められる機能にあった開発を進め

ている。

進行管理は「港まちづくり連絡会」で情報交換

や意見交換を行いながら、一体的に進めていく。

貴重なエリアを文化施設としての再生も視野に入
れて幅広く検討すべき（再質問）

【山口議員】ＳＰＣと関連事業を行う住友林業と

はっきり区別していくから本庁舎の管理運営や事

業スキームには大きな影響を与えることはない、

とのことでした。いちばん安定性が求められる庁

舎管理が、ときどきの経済状況や景気動向で左右

されることがないようにしていただきたい。

逆に、敷地活用事業については、当初の計画に

固執せず、状況の変化に応じた柔軟に対応するこ
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とも必要になってくると思います。

イタリア村の跡地についても同様です。

ところが、みなさんはどうしても商業・アミュー

ズメントゾーンとしての開発、イタリア村のにぎ

わいのイメージからなかなか抜け出せないのでは

ないか。

もともとあの場所は、名古屋市のアートポート

事業が展開されていた所でもあります。ホールを

はじめとした芸術文化の拠点、市民県民が集える

広場として整備することは、地元からの要望でも

あります。

築地ポートタウン計画にはこのエリアを、商業・

アミューズメントゾーンと規定し、歴史的港湾施

設の保存・活用に努める、とありますが、旧倉庫

は更地にする、もう倉庫にはこだわらないとも議

員総会では説明しましたね。一方でこのエリアは、

海洋文化・レクリーションゾーンとも位置づけら

れています。

現在の市内の経済情勢、文化状況を考えたとき、

この貴重なエリアの活用方法について、文化施設

としての再生も視野に入れて幅広く検討すべきで

はありませんか。

幅広く開発の可能性を探って行きたい

【総合開発担当部長】ガーデンふ頭東地区の開発

は、地域の更なる賑わいの創出を図る観点から、

幅広く開発の可能性を探って行きたい。

イタリア村跡地に文化ホールを（再〃質問）

【山口議員】管理者には、せっかくですからイタ

リア村の跡地にホールをつくろう、というこの提

案についてはいかがですか、再質問でも誰がポー

トタウン計画の司令塔かはっきりしなかった。臨

港地区ではありますが、ここで求められているの

は都市機能なのです。地元学区と相談していると

の答弁でしたが、市民県民の憩いの場なのです。

地元だけの問題ではありません。管理者である市

長がこの計画でも司令塔になるべきです。イタリ

ア村跡地に文化ホールをつくることを提案します。

管理者の見解をうかがって、私の質問を終わりま

す。

山田副管理者といっぺん相談してみたい

【管理者（河村市長）】こっちの税金建造物だけ、

どえりゃあ椅麗になって、イタリア村は、あそこ

でどれだけ商売で苦労した人がいるかと思うと、

このコントラストはすごいですけどね。にぎわい

のあるようにせなかんけど。図書館を集めるもん

とかも含めて、せっかく都市センターで学生のコ

ンペやってますんで、そうなるとホールなんかの

話しもでてくると思う。商業施設は、信頼のある

という複雑な条件があるということで、なかなか

でてこないが。目先をかえた提言なんかも、せっ

かく都市センターでやっとるんで。山田副管理者

といっぺん相談してみたいと思っている。
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各常任委員会の概要（閉会中審査）

１０月２２日 トワイライトスクール事業者選定問題調査特別委員会 さとう典夫議員、田口一登議員

河村市長の
関係人尋問

選定期間中の選定委員呼び出し
河村市長の道義的責任は重大

トワイライトスクール事業者の民間公募にかかわ

る事業者選定で、河村市長や藤岡喜美子元経営アド

バイザーが圧力をかけたのではないかとされる問題

を調査している「トワイライトスクール事業者選定

問題調査特別委員会」（いわゆる１００条委員会）

は、１０月２２日、河村市長を関係人として委員会

に招致し、尋問を行いました。

これまでの１００条委員会では、藤岡氏やトワイ

ライト事業に応募した団体の役員木村樹生氏、選定

委員らからの関係人尋問が行われてきました。これ

までの調査をふまえ、なお解明するべき点としては、

選定期間中に選定委員を呼び出した河村市長の行動

が、どのような意図に基づくのか、当時「河村サポー

ターズ」のメンバーでもあった藤岡氏、木村氏と河

村市長との関係などがあります。市長の関係人尋問

ではこれらの点が集中的に究明されました。

この日の委員会では、まず委員長が総括的な尋問

を行い、つづいて各委員が河村市長に尋問。市長の

言い分を要約すると、以下の通りです。

２月１１日の呼び出しの件については、委員から

「２月４日付文書を受け取ってから、翌日には選定

委員を呼び出す日程を決めている。文書の裏付けは

とったのか」「選定委員に『官から民へ』といった

話をしたと言われているが、具体的に何を聞いたの

か。『結果はもう決まっているのか』と尋ねたのか」

「２月４日付文書を見る限り、選定委員の発言自体

は、大した問題はない。某議員の部分が問題だとし

ても、選定委員に聞いて分かる問題ではないのでは

ないか」「選定は結果的に公正に行われたと考えて

いるか」などの質問が出されました。

河村市長は「文書の裏付けについては、他の選定

委員（学区部会）から電話で同様のことを聞いた。

藤岡氏には某議員が誰か名前を確認しただけ」「選

定委員には公正にやってくれということを言った。

某議員の発言の部分が重要だが、選定委員に聞いて

もわからない」「選定委員は公正にやったと思うが、

結果は全部事業団で、某議員が言った通りになった」

と答えました。

結局、市長が選定委員を選定期間中に呼び出した

理由は、事実確認のためではなく、「結果はもう決

まっている」（全部事業団に落ちる）という文書に

焦った河村市長が、なんとか選定結果に影響を与え

ようと「圧力」を加えたのではないかという疑いが

大きく、政治的道義的責任は重大です。

また、２月１９日に局長が選定結果を市長に報告

する際に、藤岡アドバイザーを同席させた件につい

て、田口議員は「選定に関して何の権限もない藤岡

氏を同席させたのは不適切だったと思うが、市長が

同席させた意図はなにか」と尋ねたのに対し、市長

は「藤岡氏からは、トワイライトなどでいろいろア

ドバイスを受けてきた。しかし、守秘義務について

はきつく言っておいた」と答弁。田口議員は「きつ

くいわないといけないような人を呼んだことが不適

切だ」と指摘しました。

今後の１００条委員会では、これまでの関係人尋

問で得た情報などを整理・分析し、今後の対応を検

討していく見込みです。

藤岡氏が河村市長にあてた２月４日付文書の概要
トワイライトスクール公募に関し疑義があるので調査されたい。

●プレゼンにおける問題

審査委員の審査能力に問題がある。

（※としながら「過去の実績を質問」「代表者が派遣会社をし

ているが運営責任者が派遣されるのか」など問題とは思えない

内容を例示）

●審査前の問題

地域部会（※学区部会のこと）が市のねらいを理解できていな

い。

●某議員の発言

１月１９日賀詞交換会において

・結果はもう決まっている。今回の公募ではどこにも落ちない

・落札したかったら第１人者である私に言わないと無理です。

（※は引用者の注）

２月４日付の藤岡氏作成の文書（右上）を見て、事実なら大

変な犯罪だと強く思った。某議員が「結果はすでに決まってい

る」と発言したと書かれていた。直接確かめる必要があると判

断して、２月１１日に選定委員を呼んだ。木村氏とは面識はあっ

たが、特定の業者の利益のために行動したわけではない。公正

な選定のために行った行動であり、今でも市長として適切だっ

たと考えている。



9月議会以後12月臨時議会終了までに市議団が行った申し入れや見解、声明、談話などは次の通りです。

１ 米軍艦シャウプ（SHOUP）の名古屋入港に関する抗議と申し入れ（11月4日）

２ 議会の議決に関する市長の審査申立てに対する議会の弁明書についての日本共産党市議団の態度(11月8日)

３ 名古屋市選挙管理委員会による議会解散請求の有効署名数発表にあたって（11月24日）

４ 河村市長の辞職、再選挙について（11月26日）

５ 名古屋港管理組合議会の議員報酬廃止と費用弁償実費支給を求める（12月2日）

米軍艦シャウプ（SHOUP）の名古屋入港に関する抗議と申し入れ

2010年11月4日
名古屋港管理組合管理者 河村たかし 様

日本共産党名古屋市会議員団
団長 わしの恵子

アメリカ海軍のミサイル駆逐艦（イージス艦）シャウプ（9200t）が本日午前、名古屋港入港し、弥富ふ頭

7号岸壁に着岸した。友好・親善を目的に7日まで停泊するとしている。しかし今回も入港予定は直前の公表で

あり、とても友好・親善が目的の行動とは思えない。シャウプは米空母リンカーンに随伴する駆逐艦であり、

今回の入港もリンカーン戦闘群の行動の一環であると推測される。

名古屋港への米軍艦船の入港は2006年以来5年連続となる。軍港でもない名古屋港にわざわざ入港するのは、

友好・親善が目的ではなく、有事の際の軍事利用が狙いと指摘せざるをえない。軍事利用の既成事実を積み重

ねることは容認できない。

管理組合は「軍艦の入港についても一般の船舶と同様に対応する」としているが、軍艦と一般船舶ではその

性格が根本的に違う。港湾の安全を保持する観点からも商業港への軍艦入港は拒否すべきである。

また「米国領事館から入港24時間前しか公表しないように要請されている」というが本港以外のいくつかの

港では、米軍艦船の入港について、領事館の要請とは関係なく港湾管理者の責任で早い時期に入港の打診があっ

たことを公表し、議会等とも必要な協議を行っている。同じ伊勢湾の四日市港は「米軍艦船入港対応マニュア

ル」を作成し、入港3週間前には議会にも報告し、1週間前には県民市民に広報すると定めている。名古屋港の

秘密主義はもはや許されない。

日米間の核密約の存在も明らかになったが、米国は依然として、核兵器の存在を否定も肯定もしない政策を

放棄していない。よって非核三原則を国是とするわが国では、国及び自治体が入港希望の米軍艦船に非核の証

明を求めることは、主権国家としてまた港湾管理者として当然である。しかし今回の入港に際し、核兵器の非

搭載を確認した形跡はない。

港湾管理者が、米軍艦船の名古屋港入港を許可したことに強く抗議するとともに、下記のとおり申し入れる。

記

１．米軍艦船の入港については、その情報を広く早く公開し、議会にも入港の是非について判断を仰ぐこと。

また非核証明の提出を義務づけ、提出がない艦船の入港はきっぱりと拒否すること。

２．「非核名古屋港宣言」を行うなど、港を軍事利用させない意思を明確に示すこと。

議会の議決に関する市長の審査申立てに対する議会の弁明書についての日本共産党市議団の態度

2010年11月8日
日本共産党名古屋市議団

団長 わしの恵子

（１）さる９月２８日に名古屋市会がおこなった「中期戦略ビジョン」と「名古屋市公開事業審査の実施に関

する条例」の再議にかかる議決について河村市長が１０月１８日に「議会の権限を越える」との理由で議決そ

のものの取り消しを愛知県知事に求める審議の申立てをおこなったことに対し、名古屋市会は本日、「審査申
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声明・申し入れなど



立てには理由はなく、速やかに棄却」するよう求める弁明書を採択しました。

日本共産党名古屋市議団は、今回の議会の弁明書に賛成しました。議会の議決が議会の権限を越え、市長の

権限を侵すという市長の言い分には道理がないからです。

（２）しかし、河村市長提出の「中期戦略ビジョン」と民主党議員提出の「名古屋市公開事業審査の実施に

関する条例」そのものには市民の利益をそこなう大きな問題点があります。両議案は今年の６月定例会で民主・

自民・公明３党などによって可決されましたが、日本共産党市議団はいずれにも反対しました。

名古屋市の新基本計画である河村市長の「中期戦略ビジョン」は公約違反の大企業・金持ち優遇減税の恒久実

施や不要不急の大型公共事業を推進するなど、本来は「福祉増進の機関」であるべき名古屋市政の姿をさらに

ゆがめる内容になっています。６月議会で民主・自民・公明３党は市長案を一部修正しましたが、ほとんど表

現の変更にとどまり、基本問題にメスを入れずに可決しました。

日本共産党市議団は、名古屋市の新基本計画が憲法の精神を市政に生かし、真に「市民が主人公」の計画にな

るよう力をつくします。

また、「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例」については、６月定例会で、これを提案した民主党議

員は「事業審査を議会と行政が一体となって実施することにより行財政改革がより一層進み、ひいては減税の

ための財源確保につながるもの」と説明しています。

この条例は、大企業・金持ち優遇減税の財源づくりのための福祉・市民サービス削減など、市民に犠牲を押し

つける名古屋版「事業仕分け」に議会を協力させ、議会の行政監視機能を弱めるおそれがあります。

わが党市議団は、この条例が市民犠牲の「行財政改革」推進に悪用されないようきびしく監視するものです。

（３）今日の日本の地方自治制度は、住民によって直接選挙される議会・議員と首長がそれぞれ住民を代表

するという二元代表制をとっています。議会と首長はチェック・アンド・バランス（抑制と均衡）の関係で、

お互いの独断や暴走を防ぎ、地方自治を保障する仕組みになっています。議会と首長が対立する場合は、双方

の話し合いによる自主的解決が基本です。

ところが、河村市長は「立法者のミス」だと二元代表制を否定する立場から、議会攻撃を展開しています。

河村市長は２００９年１１月定例会以来、議会の議決に対し市長の拒否権発動である再議を繰り返してきまし

た。

今回の「中期戦略ビジョン」と「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例」についての再議は、越権や法

令違反を理由とする地方自治法第１７６条第４項の規定が利用され、知事への審査申立てがおこなわれました。

この再議制度のみなもとは、戦前の天皇制絶対主義のもとで上級官庁が地方議会を監督し統制する仕組みとい

われています。

河村市長は、議会との話し合いによる自主的解決の努力を放棄し、「議会との対立」を口実に「議会改革」

を叫んでいますが、地方自治と議会制民主主義を破壊する危険な本質を見逃せません。

日本共産党市議団は、二元代表制と民主主義を尊重し、なによりも経済危機のもとできびしい状況にある市民

の暮らしと営業を応援する温かい名古屋市政をすすめるために全力をつくします。

名古屋市選挙管理委員会による議会解散請求の有効署名数発表にあたって

2010年11月24日
日本共産党名古屋市会議員団

団長 わしの恵子

（１）名古屋市選挙管理委員会は11月24日夕、河村たかし市長の支援団体「ネットワーク河村市長」が提出し

た名古屋市会解散請求（リコール）署名の有効署名数を発表しました。

選管への提出署名総数は46万5,602人でしたが、市全体の有効署名数は35万3,791人にとどまり、有効必要署

名数36万5,795人分にたいし1万2004人分下回りました。

16行政区の平均無効率は24・0％という高さになっています。市民から不法・不当な署名集めの告発が相次ぎ、

市選管は「適切な署名収集」を呼びかける異例の委員長談話を発表しました。わが党議員も市議会で署名収集

の問題点をきびしく指摘したところです。

今回の議会解散請求を先導した河村市長は自らの政治責任をすみやかに明らかにするべきです。

（２）日本共産党市議団は、解散請求の成否にかかわらず、「政治を変えたい」という民意に応え、議会改革

と市民生活応援に全力をあげて取り組みます。
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日本共産党市議団は11月22日、市議会各派にたいし半減を含めた報酬の引き下げに向けた速やかな協議の開

始を申し入れました。

議会は、今回の議会解散請求署名に示された市民のきびしい批判をしっかり受け止め、議会が本来の役割を

発揮し市民の信頼を得られるように、これまで以上に改革に取り組むことが求められます。

（３）市民の暮らしと営業は悪化しています。市政の混乱と停滞は許されません。日本共産党市議団は、議会

が自ら市政に空白をつくる自主解散に反対です。

開会中の11月定例会は「生活応援議会」でなければなりません。日本共産党市議団は、活発な議会論戦を通

じ、生活応援「4つの提案」（庶民減税、介護・保育の待機解消、国保料1万円引き下げ、住宅リフォーム助成）

をはじめ、市民の皆様の切実な要求の実現に取り組みます。ご支援をお願いします。

河村市長の辞職、再選挙について

2010年11月26日
日本共産党名古屋市議団

わしの恵子

河村たかし市長は自ら主導した議会解散請求リコール署名が必要数に足りず、けじめをつけるためとして

12月下旬に辞職し、来年2月6日の県知事選に合わせて出直し市長選を行い再出馬すると表明した。

市長は、知事選に立候補する大村秀章氏と減税、議会改革、木曽川水系導水路事業見直しなどをかかげてい

るが、今、市長に求められているのはどの問題についても議会で真摯に論議することである。市長の辞職・再

選挙は自らの政略のための大義も道理もなく、市政私物化との批判は免れない。

今、市政に求められているのは、不況の中で厳しさを増す市民の暮らしと営業を応援する施策をすすめるこ

とであり、予算編成の大事な時期に職務を放棄するのはあまりにも無責任であり身勝手である。日本共産党市

議団は今議会を“生活応援議会”と位置付けて切実な暮らし要求実現に全力を挙げるとともに、民意を受けと

めて議員報酬引き下げなどの議会改革に全力を尽くす。

そして、市長選挙がおこなわれるのであれば、革新市政の会の構成団体の一員として広範な市民とともに暮

らし優先の姿勢を取り戻すために奮闘するものである。

名古屋港管理組合議会の議員報酬廃止と費用弁償実費支給を求める

2010年12月2日
日本共産党名古屋市議団 団長

わしの恵子

一部事務組合の議員報酬について一部マスコミに大きく報道されました。日本共産党名古屋市会議員団は、

11月18日の同議会において同議会議員の議員報酬と費用弁償のあり方について考えを明らかにしましたが、下

記のとおりですので改めて提示しておきます。

（１）名古屋港管理組合議員の報酬は廃止する。

（２）費用弁償は一律支給を改め、実費支給とする。
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２００８年秋のリーマンショックから２年経ちました。大企業の業績は「Ｖ字回復」と言われていますが、

市民の生活と営業は悪化がつづき、将来不安がつのっています。

市内の生活保護受給世帯数や国民健康保険料滞納世帯数は過去 多です。特別養護老人ホーム入所待機者は

５千５百人を超え、介護悲劇はあとを絶ちません。新卒者は就職難に悩み、勤労市民も雇用者報酬がきびしく

抑制され、子育てや教育の困難に苦しんでいます。地域経済の主役である中小企業・自営業者は、急激な円高

の追い打ちをうけ、倒産・廃業の危機から抜け出せません。

いま、国にも地方自治体にも、住民の命と暮らし、雇用と中小企業を守ることを第一にする政治が求められ

ています。

ところが、民主党政権は、財界・大企業応援の「新成長戦略」を政策の中心にすえ、その一方で、高齢者医

療や介護サービスの新たな自己負担増、消費税増税を計画しています。

「地域主権改革」は、国の福祉・社会保障責任の解体、「二元代表制」の事実上の否定と地方議会の形骸化、

住民自治の縮小・破壊につながる方向です。また、憲法９条を蹂躙し、さらなる軍拡と海外派兵の道を突き進

もうとしています。これでは、自公政権の政策への逆戻りといわなければなりません。

このような状況のもと、名古屋市政には、政権の危険な方向を許さず、憲法と地方自治法の精神に立ち、

「住民福祉の機関」としての役割を大いに発揮し、市民の切実な要求を実現する取り組みが求められています。

しかし、河村市政の「減税」は公約違反の金持ち減税であり、市立病院の民間売却・地域医療の縮小など市の

福祉責任放棄をもたらす「行財政改革」を加速させています。「議会改革」は二元代表制を否定する立場から、

市議選への小選挙区制導入・定数半減など多様な民意の削減、議会無力化、市長強権化につながるものです。

日本共産党市議団が９月以降におこなった「市民アンケート」に多数の回答が寄せられました。暮らしの政

策では、①介護負担の軽減と特別養護老人ホームの増設、②正規雇用の拡大、③国民健康保険料引き下げなど

を求めています。市民税減税については、「実感がない」が６割をこえ、福祉削減を懸念し、「『金持ちはゼ

ロ』の庶民減税」を求める声が多数です。

日本共産党名古屋市議団は２０１１年度予算編成にあたり、貴職にたいし、福祉、介護、雇用、子育て、中

小企業・自営業者支援の緊急対策とともに、わが名古屋が安心・希望・発展の方向に力強く前進するよう、以

下の政策の実施を要望します。

２０１１年度予算編成にあたっての重点要求
一、「安心・希望・発展」の名古屋のための緊急要望

（１）介護・福祉・子育て、市民生活の要求にただちにこたえる

1.介護保険の保険料を引き下げるとともに、保険料・利用料の減免制度を拡充する。特別養護老人ホームなど

必要な介護保険施設の整備を急いですすめ、家族介護の負担を解消する。

2.後期高齢者医療制度の撤廃を国に求める。福祉給付金制度を拡充して、７５歳以上の高齢者の医療費を無料

にする。

3.７０～７４歳の医療費窓口負担を１割に据え置くよう国に求める。

4.国民健康保険料を一人当たり年間１万円引き下げる。国民健康保険でも後期高齢者医療でも、資格証明書の

発行を行わない。一部負担金減免制度の活用をはかる。

5.生活保護については、国にたいして住宅扶助基準額の引き上げ、老齢加算の復活を求める。ケースワーカー

は配置基準を満たすよう増員する。

6.保育所入所待機児童解消のため、認可保育園を増設する。同時入所の第２子保育料無料化など保育料を引き
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資料２ 予算編成過程の公開について(11月19日)



下げる。

7.子どもの医療費は、通院も中学校卒業まで無料にする。

8.学校給食を無料にする。就学援助の所得基準は、生活保護基準の１．３倍相当に戻す。

9.「住まいは人権」の立場に立った「住宅基本条例」を制定する。市営住宅を増設し、新婚世帯や単身青年世

帯にたいする民間賃貸住宅の家賃補助制度を創設する。

10.ぜん息など大気汚染による新たな健康被害者にたいする医療費助成を創設する。

11.納税者の権利を制度的に保障する「名古屋市納税者憲章」を制定する。税務事務所集約化によって引き起こ

された、市民の実態を考慮しない取り立てを改める。

（２）医療、教育、環境保全――市民の現在と未来に行政が責任を果たす

12.市立病院の縮小、民営化、指定管理者制度導入は行わず、一般会計からの繰り入れで経営を安定させ、地域

医療を担うにふさわしく充実させる。

13.医学部定員の１．５倍加を国に求めつつ、医師・看護師の確保や救急医療の充実に努める。

14.知的障害者更生施設「希望荘」を民営化せず直営を維持する。

15.３０人以下学級を３年生以上にも段階的に導入する。教員不足に対応するため、経験豊かな臨時教員を積極

的に正規採用する。

16.小規模校の統廃合計画は、その主たる目的は財政負担の軽減である。統廃合ではなく、小規模校の良さをい

かした教育が行えるよう、必要な条件整備を行う。

17.「低炭素都市2050なごや戦略」で示された、CO2を2020年までに25％削減（90年比）する中期目標を達成す

るための具体的方策を定める「地球温暖化対策条例」と「行動計画」を策定する。

18.ごみ減量のため、拡大生産者責任を徹底するよう国に求めるとともに、容器包装以外のプラスチックの資源

化をすすめる。

19.高齢化がすすむなか、市民の足を守り、地域経済活性化にも貢献する市バス路線を充実させる。自動車利用

と公共交通の割合を「７：３」から「６：４」にする目標を改めて明確にし、公共交通の充実を図るととも

に、「自転車利用の適正化」を目的とした自転車駐車場有料化を見直す。

20.市内の里山など多様な自然生態系の保全・再生をはかる。

（３）雇用と中小企業をあたためる内需拡大型の経済成長戦略を

21.「中小企業は、経済をけん引する力であり、社会の主役である」（『中小企業憲章』）の立場で、中小企業

や自営業者の代表が参加した会議を設け、中小企業振興を中心にした地域経済の発展ビジョンをつくる。円

高不況の影響調査など市内中小企業全事業所の実態調査を行う。

22.仕事不足に悩む建築関連業者の仕事おこしとして、住宅リフォーム助成制度を創設し、市民の居住環境改善

を進める。

23.円高不況の特別融資・保証を拡充する。仕事のないところは工場家賃や設備リース料など固定費の直接補助

を行う。不当な下請けいじめを是正し、下請け業者を守る相談体制を強化する。

24.公共事業は小規模・生活密着型、福祉型に転換し、分離分割発注をすすめ、中小企業向け官公需発注比率を

引き上げる。

25.「公契約条例」を制定し、公共事業・委託事業で働く労働者の賃金を時給１０００円以上とする。

26.市長先頭に大企業や経営者団体にたいして、新卒者の採用拡大など正規採用を増やすよう働きかける。国に

対し労働者派遣法の抜本改正を働きかける。

27.市が直接行える雇用対策として、生活保護ケースワーカー、市立病院の医師・看護師、保育士、消防士など

市民生活に必要な分野で市職員の正規採用を増やす。ヘルパーの資格取得支援などで介護職員を増やす。

28.大型店の進出・撤退や２４時間営業などにたいして市独自の規制を行い、地域環境を保全し、商店街に賑わ

いをとり戻す。

二、減税・地域委員会・議会改革――「構造改革」ではなく真に「市民が主人公」の改革を

（１）「大企業・金持ち優遇減税」は継続ではなく、真の庶民減税に切りかえる
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29.「福祉の構造改革」を目的とした「大企業・金持ち優遇減税」をやめ、生活支援を目的とした真の庶民減税

に改める。個人市民税減税に所得制限を設け、法人市民税減税を行わない。財政状況と景気動向を見定め、

単年度ごとの実施とする。減税の財源は、福祉予算の削減に求めず、不要不急の大型事業の中止・見直しで

確保する。

30.「モノづくり文化交流拠点」構想は、事実上「ＪＲ博物館」づくりを市が支援するものとなっており、民間

でできる分野に市が多額の負担をする必要はないので中止する。

31.名古屋城本丸御殿復元は、いまだ税金の使い方に対する市民合意が得られておらず、いまからでも見直せる

部分は見直す。木造天守閣再建（推定事業費５００億円）はすすめない。

32.航空需要がない中で、中部国際空港の第２滑走路建設はすすめない。

33.「都市再生」事業を見直し、超高層ビル建設への補助金は支出しない。

34.国直轄道路事業負担金については、必要な事業は国の責任と負担で行なうよう抜本的な見直しを求め、負担

金の支出を拒否する。

35.木曽川水系連絡導水路は事業中止を求め、市は事業から撤退する。

36.陽子線がん治療施設は国、県の財政支援を求める。

（２）「地域委員会」を構造改革の受け皿とせず、市民の「安心と参加」の市政へ

37.「地域委員会」については、地域コミュニティを担ってきた町内会・自治会および学区連絡協議会の役割を

踏まえつつ、住民自治の新しい仕組みとして発展するように、モデル実施状況を慎重に検討し、学区ごとに

意見交換会を開くなど住民参加のもとで制度のあり方を検討する。この制度を、行政責任を放棄し、安上が

りに市民を利用するものにしてはならない

38.「公の施設の在り方に関する報告書」にもとづく市立施設（病院、障害者施設、保育園、児童福祉施設など）

の廃止・民営化・指定管理者制度導入や、ごみ収集や市バス営業所の民間委託をすすめない。

39.保育所の 低基準の緩和など、ナショナルミニマムをくずす国の「義務づけ」「枠づけ」の見直しに反対す

る。「認証保育所」や「名古屋市保育施策検討会議」など、市独自の規制緩和は行わない。

（３）二元代表制に基づく議会改革と、憲法の精神を生かす市政を

40.議員報酬や議員定数をはじめ、議会の在り方にかかわる改革は、議会が自主的に決める事柄であり、市長が

議会に押し付けるべきではない。二元代表制を堅持する立場で制定された「議会基本条例」に基づく議会の

自主的な改革を尊重し、議会報告会開催の予算等、議会が必要と認める議会経費は計上する。

41.市長も市会議員も、企業団体献金を受け取らないとともに、市事業受託企業や公共事業受注企業の役員から

の献金もやめる。

42.市事業受託企業や公共事業受注企業への幹部職員の「天下り」を禁止する。

43.地方自治における直接民主主義を保障するため、常設型の「住民投票条例」を制定する。

44.侵略戦争と植民地支配への真摯な反省を前提にした友好都市交流をすすめ、「平和市長会議」に加盟するな

ど憲法9条にもとづく都市外交を広げる。「非核名古屋都市宣言」を行う。

45.自衛隊や米軍による名古屋港の軍事利用に反対するとともに、「核装備をしていない証明」がなければ米艦

船が名古屋港に入港できないようにする。名古屋空港の基地機能強化に反対する。

46.戦争協力となる「国民保護法」の撤廃を国に求めるとともに、「名古屋市国民保護計画」にもとづく訓練な

どを市民に強制しない。

本市では、「予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例」に基づき、平成23年度予算

編成からその編成過程を公開するとともに、市民のみなさまのご意見を募集し、予算編成の参考とさせていた

だきます。

公開する情報

・政策的な判断が必要な事業であって、各局が配分された財源とは別に要求する事業

・各局が配分された財源の範囲内で行う新規・拡充事業

・廃止・縮小事業
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・使用料・手数料改定等

※上記について、①各局からの予算要求、②財政局による査定、③市長による査定の三段階で、それぞれの

内容（法人等に関する情報で、公開の時期について調整が必要なものを除く）に関する情報を公開します。

スケジュール（予定）

ご意見募集

住所・氏名・事項名等を記載して、郵送、ファックス又は電子メールにてお寄せ下さい。

ご意見が複数ある場合は、お手数ですが事項ごとにご提出下さい。

電話または来庁による口頭でのお申し出につきましては受付できませんのでご了承願います。

募集期間 平成22年11月19日（金）～12月17日（金）

提出先（郵送）〒460－8508 （住所記入不要） 名古屋市財政局財政部財政課

（ファックス）052‐972‐4120

（電子メール）a2312@zaisei.city.nagoya.lg.jp

１ 平成23年度の予算編成について

（１）基本的な考え方

平成23年度の本市財政を見通すと、歳入の根幹である市税は平成22年度当初予算を上回る見込みですが、歳

出においては、生活保護費、医療費などの義務的経費の大幅な伸びが避けられず、厳しい財政状況にあります。

こうした中、本市の新たな総合計画である中期戦略ビジョンに掲げる「５つのまちの姿」をめざし、市民税

減税をはじめとする施策を推進することとします。

そのために、福祉、教育分野をはじめとした必要な市民サービスを確保しつつ、定員などの人件費、内部管

理事務、施策・事務事業の見直しや、歳入の確保などの行財政改革を進めます。

（２）中期的な収支見通し

平成23年度の予算編成にあたっては、中

期的な収支見通し（平成23年度から平成

26年度まで）を作成し、それに基づいた財

源配分型の予算編成を行います。

※扶助費とは、保育所の運営費、医療費の

助成、生活保護世帯の生活費などの経費。

※公債費とは、すでに発行した市債の元金

返済額及び利子支払額。

※投資的経費とは、道路や学校など公共施

設を整備するための経費。

（３）収支不足への対応

収支見通しで見込まれる収支不足につい

ては、行財政改革を継続して推し進めるこ

とで対応していきます。
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区分 当初予算編成 予算編成過程の公開

11月上旬 予算に関する見積書等の提出

11月中旬 ①各局からの予算要求の内容に関する情報を公開

市民意見の募集 ＜期間＞11月19日～12月17日

1月上旬 内示 ②財政局による査定の内容に関する情報を公開

1月中旬 市長査定

2月上旬 予算案の公表 ③市長による査定の内容に関する情報、市民意見及び市の考え方を公開

2月中旬 2月定例会 予算案の審議

収支見通し（平成22年９月作成） （単位：億円）

区分 平成22年度予算平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

歳
入

市税 4,769 4,825 4,846 4,909 4,968

減税前 4,930 5,051 5,082 5,149 5,212

10％減税額 △ 161 △ 226 △ 236 △ 240 △ 244

市債 1,233 977 987 894 806

その他 4,343 4,422 4,455 4,501 4,562

計 10,345 10,224 10,288 10,304 10,336

歳
出

人件費 1,794 1,834 1,820 1,816 1,808

扶助費※ 2,146 2,406 2,508 2,605 2,717

公債費※ 1,397 1,400 1,403 1,432 1,392

投資的経費※ 838 850 841 806 800

その他 4,170 3,883 3,890 3,868 3,845

計 10,345 10,373 10,462 10,527 10,562

差引収支 － △ 149 △ 174 △ 223 △ 226



（４）予算編成のイメージ

＊政策的な判断が必要な事業

新規・拡充事業

廃止・縮小事業

使用料・手数料改定等

詳細はホームペ時に掲載せれています。
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（各局が配分された財源の範囲内で行う事業）

＋

（各局が配分

された財源と

は別に要求す

る事業）

特定財源

(国庫補助金など)

特定財源

一般財源(市税収入など)

約６０００億円

一般財源

７０億円

使
用
料
・
手
数
料
改
定
等

廃
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事
業
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住民が主人公の市政に
力を合わせてがんばります

(北区)

梅原紀美子
℡ 915-270

(西区)

わしの恵子
℡ 5 3 2 -

(昭和区)

さとう典生
℡ 853-280

(中川区)

江上博之
℡ 3 6 3 -

(港区)

山口清明
℡ 651-100

(守山区)

くれまつ順子
℡ 7 9 3 - 8 8

(緑区)

かとう典子
℡ 892-

(天白区)

田口かずと
℡ 808-838

ご意見・ご相談はお気軽にどうぞ

日本共産党名古屋市会議員団
〒４６０－８５０８

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 名古屋市役所内
℡052（972）2071 fax 052（972）4190

e-mail dan@n-jcp.jp
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